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第１ 計画策定にあたって 

 
 

１ 計画策定の背景 
 

総務省統計局の推計によると、2014（平成26）年９月15日現在、わが国の高齢者人

口は3,296万人、高齢化率（総人口に占める割合）は25.9％です。本市の高齢化率をみ

ると、介護保険制度が始まった平成12年には既に23.0％となっており、2014（平成

26）年９月末現在では29.7％、高齢者数は28,526人となっています。 

高齢者のいる世帯の構造も変化してきており、介護保険制度が始まった平成12年と平

成22年を、国勢調査で比較すると、ひとり暮らし高齢者は1.4倍、高齢者夫婦世帯は1.3

倍に増加しています。 

 

このような高齢化・長寿化の進展、世帯状況の変化などは、生活の様々な分野に影響を

与え、家族や地域のあり方を含め、社会経済全体を変えることになります。特に、高齢化・

長寿化に伴って増加し続ける要介護高齢者への対応策は、本市にとって最も重要な課題で

あり、高齢者のみならず、すべての市民にとって介護問題は老後生活における最大の不安

要因となっています。 

 

創設から15年が経過しようとしている介護保険制度は、完全に社会に定着してきてお

り、市民の生活に必要不可欠なものとなっています。その一方で、サービスの受給者数、

利用量の増加により、介護保険にかかる費用は増大しており、現在のままでは保険料の大

幅な増加など、制度の持続可能性が危ぶまれています。また、認知症高齢者やひとり暮ら

し高齢者、高齢者世帯の増加など、高齢者を取り巻く様々な問題が深刻化しています。 

 

こうした状況に対して、国は「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進

に関する法律」（プログラム法）を制定し、医療・介護など社会保障改革の方向性を示す

とともに、このプログラム法に基づき「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律」（医療介護総合確保推進法）を制定し、地域

包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保を図るための介護保険法等

の改正を行いました。 
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●介護保険制度の改革内容 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制 

■地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直し 

○在宅医療・介護の連携推進 

○認知症施策の推進 

○地域ケア会議の充実 

○生活支援・介護予防の充実 

■介護サービスの効率化・重点化 

○介護予防給付（訪問・通所介護）の地域支援事業への移行 

○特別養護老人ホームの中重度者への重点化 

費
用
負
担 

■保険料の負担の増大の抑制 

○低所得者の１号保険料の軽減強化 

■所得や資産のある人の利用者負担の見直し 

○一定以上所得者の利用者負担の見直し 

○補足給付の見直し（資産等の勘案） 

そ
の
他 

・2025（平成 37）年を見据えた介護保険事業計画の策定 

・サービス付高齢者向け住宅の住所地特例の適用 

・居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲、小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行等 

 

 

２ 計画の位置づけ 

(1) 法的な位置づけ 

本計画は、介護保険法第117条に定められている市町村介護保険事業計画および老

人福祉法第20条の８に定められている市町村老人福祉計画を一体化した計画です。 

(2) 関連計画との関係 

本計画は、「伊賀市総合計画」および「伊賀市地域福祉計画」並びに「伊賀市健康 21

計画」「伊賀市障がい者福祉計画」等関連計画との整合性を図り策定しました。 

●計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊賀市健康 21 計画 

三重県介護保険事業支援計画・三重県高齢者保健福祉計画 県 

介護保険法／老人福祉法 国 

伊
賀
市
総
合
計
画 

伊賀市 

障がい者福祉 

計画 

伊賀市 

障がい福祉 

計画 

 伊賀市 

介護保険事業

計画 

伊賀市 

高齢者福祉 

計画 

伊賀市地域福祉計画 

 

その他 
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３ 計画の期間 
 

本計画は、2015（平成27）年度から2017（平成29）年度までの３か年間を計画期

間とします。 

ただし、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に到達し、支援を必要とする人が増える

ことが予想される20２5（平成37）年度を視野に入れた中長期的な視点で推計を行いま

す。 

●第６期計画の対象期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 計画の策定体制 
 

高齢者保健福祉施策の円滑な運営を図るためには、幅広い関係者の協力を得て、本市の

実情に応じた計画を策定する必要があります。このため、保健・医療・福祉の各分野の関

係者をはじめ市民、学識経験者など幅広い関係者の参画による伊賀市高齢者施策運営委員

会を本計画の審議機関として設置しました。 

 

５ ニーズの把握 
 

計画の策定にあたって、介護保険サービスや高齢者福祉サービスの満足度・今後の利用

意向、健康づくりなどについての意向、介護保険事業の実施状況等を把握するために、高

齢者等を対象としたアンケート調査を実施しました。 

 

 

   

 

 

 

2025（平成 37）年までの見通し 

第５期計画 

24～26 年度 
第７期計画 

30～32 年度 

 

 

第６期計画 

27～29 年度 

第８期計画

33～35 年度 

第９期計画 

36～38 年度 

団塊の世代が 65 歳以上に 団塊の世代が75歳以上に 

2015（平成 27）年 2025（平成 37）年 
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第２ 計画の基本的な枠組み 

 
 

１ 計画の基本理念 
 

 

 

 

現在、本市の高齢化率は 30%近い率となっており、10年以内には市民の 3 人に１人

が高齢者となる時代が来るものと予測されます。当然、高齢者の介護や生活支援の問題は、

本市の最も重要な課題です。元気で活動的な高齢期を迎えている人は多く、高齢者は支え

られる側だけでなく、地域を支えている大切な人的資源であり、長年培ってきた知識や技

術は、地域社会にとって大きな財産です。こうした人たちの多くは、地域における交流活

動や働くことに生きがいを感じており、自分を輝かせ活躍できる場を地域に求めています。 

 

2004（平成16）年11月の合併時に制定された伊賀市自治基本条例は、自治の担い手

である市民、議会、行政、それぞれの役割や責務を定めた条例であり、本市の最高規範で

す。市民一人ひとりが主体となってまちづくり活動に参画し、地域の課題解決に取り組む

ことは、すべての伊賀市民が果たすべき責務です。 

 

2014（平成 26）年２月に実施した「伊賀市高齢者等実態調査」の結果では、年齢や

心身の状況などに関わらず、多くの人が住み慣れた自宅での生活を希望しています。また、

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加により、介護や医療の支援が必要とまでは

いかなくても、日常的な生活支援が必要な高齢者が増えています。 

 

本計画では、高齢者ができる限り住み慣れた地域でその有する能力を最大限に発揮し、

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、住まいおよび生活支

援が、多職種の連携と市民同士の支え合いにより包括的に確保される地域包括ケアシステ

ムの構築をめざします。また、必要な介護サービスの充実を図り、誰もが住み慣れた地域

において健康で生きがいを持って暮らすことができ、たとえ介護が必要な状態になっても

安心して住み続けられるまちづくりをめざします。そこで、本計画の基本理念は前期計画

の「みんなで創ろう！いつまでも元気な笑顔が輝く支え合いと安心のまち」を継承してい

きます。 

 

みんなで創ろう！ 

      いつまでも元気な笑顔が輝く支え合いと安心のまち 
 

基本 
理念 
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２ 基本目標 
 

基本目標Ⅰ：住み慣れた地域で暮らし続けるために～地域包括ケアシステムの構築と生活

支援の充実 

本市の高齢化は、全国平均に比べ約10年早く進行しているといえます。また、団塊

の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025（平成37）年には、介護保険の認定者は

7,000人を超えると予測されます。こうした背景のもと、誰もが安心して住み慣れた

地域に暮らし続けられるよう、本市の地域資源を活用して地域包括ケアシステムの構築

をめざします。 

そのため、すべての市民（個人）の「生きがい」を尊重し、伊賀市の住民自治のしく

みを礎とする中で、自助・互助・共助のしくみとなる「家族の力、地域の力」を高めま

す。 

また、2014（平成26）年に地域包括支援センターを３つの拠点（本庁、東部サテ

ライト、南部サテライト）に設置し、相談支援コーディネート機能を強化しました。あ

わせて、市域の保健・医療・福祉分野等の多職種連携のしくみづくりを推進しています。 

これにより、地域支援、個別支援の両面から見える課題を施策展開できる体制を整え、

市域全体で、個人や家族の生きがいが高められる「地域ケアネットワーク」の構築をめ

ざします。 

 

基本目標Ⅱ：いきいきと活動するために～介護予防と生きがいづくり・社会参加の促進 

健康づくりや介護予防への関心は高まってきていますが、行動・活動につながらない

などの課題も依然としてあります。高齢者の生活機能の維持向上を積極的に図り、介護

が必要な状態にならないよう、身近な場所における地域ぐるみの介護予防を推進してい

きます。 

また、高齢者は「支えられる」対象という考えから、高齢者が「地域を支える」もし

くは高齢者同士で「支え合う」という発想の転換のもと、高齢者をこれからの地域を担

う重要なマンパワーとして位置づけ、その地域活動を積極的に支援するとともに、地域

における活動の場づくりを進めていきます。 

 

基本目標Ⅲ：認知症の人を地域で支え合うために～認知症施策の推進 

厚生労働省の調査によると、2012（平成24）年時点で、65歳以上の人のうち、認

知症の人は推計15％、約462万人を上回っています。認知症になる可能性がある軽度
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認知障害（ＭＣＩ）の高齢者も約400万人いると推計されており、65歳以上の４人に

１人が認知症 その“予備軍”となることになります。 

認知症は日常生活に支障をきたすことが多く、本人はもとより、介護者の負担も非常

に大きなものとなります。認知症対策の基本は、できる限り多くの人に認知症に対する

理解を深めてもらうことです。認知症に関する正しい知識の普及と予防対策を推進する

とともに、認知症高齢者とその家族が安心して地域で暮らすことができるよう、市民と

行政の協働による見守りのネットワークづくりを進めていきます。 

 

基本目標Ⅳ：介護が必要となっても安心して暮らすために～介護保険事業の充実 

介護保険法第２条第3項において「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等

に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多

様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければ

ならない」とサービス提供の原則が定められています。居宅サービスをはじめ、施設・

居住系サービスなど必要とされる介護保険サービスを十分に確保するとともに、サービ

スの質の確保と向上に努め、居宅、施設を問わずどこで生活していても、誰もが自らの

意思で多様なサービスを選択できるような環境を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

基本目標Ⅰ 

住み慣れた地域で 

暮らし続けるために 

基本目標Ⅱ 

いきいきと活動するために 

基本目標Ⅲ 

認知症の人を 

地域で支え合うために 

基本目標Ⅳ 

介護が必要となっても 

安心して暮らすために 

 

  

みんなで創ろう！ 

いつまでも元気な笑顔が輝く 

支え合いと安心のまち 
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３ 将来推計 
 

(1) 人口推計 

高齢者施策を検討する上で、将来人口を把握することは重要です。また、介護保険事

業計画では、介護保険サービスの事業量・事業費を推計するため、サービス利用者数や

認定者数のベースとなる将来人口を把握する必要があります。 

今回策定する第６期計画は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025（平

成37）年を見据えた中長期的な視野に立った計画とすることから、関連する推計につ

いては平成37年までの推計を行いました。 

推計にあたっては、「市町村将来人口の推計について」(平成４年４月14日老計第55

号・老健第89号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉計画課長・老人保健課長通知)

において示されたコーホート要因法＊により行いました。 

 

 

 

 

本市における2015（平成27）年から2017（平成29）年（第6期）および2018

（平成30）年から2020（平成32）年（第7期）並びに2025（平成37）年の推計

人口は次のとおりです。 

図表１ 推計人口                                単位：人 

  

平成 

26年 

（実績） 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

平成 

31年 

平成 

32年 

平成 

37年 

総 人 口 95,987  94,987  93,833  92,682  91,529  90,379  89,136  82,899 

40～64歳 30,368  30,034  29,601  29,168  28,733  28,301  27,942  26,217 

65歳以上 28,526  28,537  28,711  28,886  29,061  29,237  29,080  28,154 

 65～74歳 13,500  13,413  13,488  13,563  13,639  13,715  13,435  11,939  

 75歳以上 15,026  15,124  15,223  15,323  15,422  15,522  15,645  16,215  

高齢化率 29.7% 30.0% 30.6% 31.2% 31.8% 32.3% 32.6% 34.0% 

（注）平成26年の人口は９月末現在の住民基本台帳人口 

  

＊コーホート要因法 
 
同期間に出生した集団（コーホート）について、自然動態（出生と死亡）および社会動態（転入と

転出）の将来値を仮定し、それに基づいて将来人口を推計する方法。最も一般的で信頼度の高い推計

方法といわれています。 
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28,526 28,537 28,711 28,886 29,061 29,237 29,080 28,154 

95,987 94,987 93,833 92,682 91,529 90,379 89,136 
82,899 

29.7% 30.0% 30.6% 31.2% 31.8% 32.3% 32.6%

34.0%

0%
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50%

0

20,000
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60,000

80,000

100,000

26年

(実績)
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 図表２ 推計人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 認定者数の推計 

要支援・要介護認定者数は、2013（平成 25）年 10 月時点の要介護度別・性別・

年齢階級別認定率をもとに設定した要介護度ごとの年齢階層別出現率に、性別・年齢階

層別推計人口を乗じて算出しました。 

図表３ 推計認定者数                                 単位：人 

区 分 
平成 24年 

（実績） 

平成 25年 

（実績） 

平成 26年 

（実績） 
平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 32年 平成 37年 

65歳以上人口 27,114 27,752 28,526 28,537 28,711 28,886 29,080 28,154 

認定率 22.6% 22.8% 22.0% 22.8% 22.9% 23.1% 23.9% 25.2% 

要

介

護

認

定

者

等 

計 6,136 6,330 6,278 6,497 6,578 6,659 6,943 7,095 

要支援１ 708 802 753 813 817 821 867 876 

要支援２ 810 831 837 844 849 855 873 882 

要介護１ 1,241 1,352 1,362 1,383 1,398 1,412 1,455 1,463 

要介護２ 1,109 1,153 1,149 1,188 1,205 1,222 1,281 1,320 

要介護３ 853 835 822 863 879 894 947 986 

要介護４ 754 743 783 770 785 799 805 823 

要介護５ 661 614 572 634 645 655 715 745 

 

  

（人） 
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図表４ 推計認定者数と認定率の推移 
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４ 日常生活圏域の設定 
 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするため、第３期から市内

を日常生活圏域に分け、その圏域ごとに地域密着型サービスの整備を進めています。 

この日常生活圏域は、地理的条件、人口、交通事情・その他の社会的条件、介護給付等

対象サービスを提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案し、保険者ごとに定め

ることとされています。 

本市においては、介護保険サービスを中心とし、地域の支え合いの基盤を整えていくこ

とをめざしていることから、介護サービスなどが効果的・効率的に提供できる範囲として、

以下の９圏域とします。 

図表６ 日常生活圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●上野東南部…市街地東部、市街地南部、友生、ゆめが丘 

●上 野 西 部…市街地西部、小田、久米、長田、新居 

●上 野 南 部…花之木、猪田、依那古、比自岐、神戸、古山、 

花垣、きじが台 

●上 野 北 部…三田、諏訪、府中、中瀬 

●伊 賀…柘植、西柘植、壬生野 

●島 ヶ 原…島ヶ原 

●阿 山…河合、鞆田、玉瀧、丸柱 

●大 山 田…山田、阿波、布引 

●青 山…阿保、上津、博要、高尾、矢持、桐ヶ丘 

阿山地区 

伊賀地区 

上野北部地区 

上野西部地区 

上野東南部地区 

上野南部地区 

大山田地区 

青山地区 

島ヶ原地区 
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５ 第４次・第６期計画のポイント 

(1)  第４次・第６期計画のポイント 

第４次・第６期計画のポイントは次のとおりです。 

○2025（平成37）年のサービス水準等の推計 

・計画期間だけでなく団塊の世代が後期高齢者となる2025（平成37）年を見据える 

○在宅サービス・施設サービスの方向性の提示 

・地域の特徴を踏まえた中長期的な方向性を提示 

○生活支援サービスの充実 

・多様なサービス主体による多様なサービスの確保 

○医療・介護連携、認知症施策の推進 

・医療・介護連携の機能、認知症への早期対応を地域支援事業として位置づけ 

○住まい 

・公営住宅、高齢者に対する賃貸住宅、老人ホーム等の充実についての方向性を提示 

 

(2) 基本指針の見直し 

制度改正を踏まえて見直された基本指針において、計画に盛り込む主な内容として次

の事項があげられています。 

●第６期計画の主な内容 

○市町村介護保険事業計画の基本理念等 

○2025（平成 37）年度の推計及び第６期の目標 

○介護給付等対象サービスの現状等 

○計画の達成状況の点検・評価 

●日常生活圏域の設定 

●各年度の日常生活圏域ごとの必要利用定員総数の設定 

認知症高齢者グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設 

●各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量 

●各年度の地域支援事業の見込量 

○地域包括ケアシステム構築のための重点的取組事項 

   ①在宅医療・介護連携の推進   

②認知症施策の推進   

   ③生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

   ④高齢者の居住安定に係る施策との連携 

○各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保方策 

○各年度の地域支援事業に要する費用の額とその見込量の確保方策 

○介護サービス情報の公表に関する事項 

○介護給付等に要する費用の適正化に関する事項 

●は必須記載事項（基本的記載事項） 
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６ 施策の体系 
 

基本 
理念 

基本目標 施策の方向性 

み
ん
な
で
創
ろ
う
！
い
つ
ま
で
も
元
気
な
笑
顔
が
輝
く
支
え
合
い
と
安
心
の
ま
ち 

Ⅰ 住み慣れた地域で暮らし続けるために 

～地域包括ケアシステムの構築と生活支援の充実 

 

１ 新しい介護予防・日常生活支援総

合事業の導入 

２ 医療と介護の連携体制の構築 

３ 地域ぐるみの高齢者支援の推進 

４ 高齢者福祉サービスの充実 

５ 高齢者の権利を守る支援の充実 

６ 住み良いまちづくりの推進 

７ 安心・安全のまちづくりの推進 

Ⅱ いきいきと活動するために 

～介護予防と生きがいづくり・社会参加の促進 

１ 介護予防の推進 

２ 就労・ボランティア活動の促進 

３ 生きがい活動の推進 

Ⅲ 認知症の人を地域で支え合うために 

～認知症施策の推進 

１ 地域における支援の充実 

２ 家族に対する支援の充実 

３ 認知症支援体制の構築 

Ⅳ 介護が必要となっても安心して暮らすために 

～介護保険事業の充実 

１ 居宅サービスの充実 

２ 施設・居住系サービスの充実 

３ 市町村特別給付の充実 

４ 介護保険事業費・保険料の推計 

５ 利用者本位のサービス提供の推進 

６ 介護者支援の充実 
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第３ 施策の展開 

 
 

Ⅰ 地域で暮らし続けるために～地域包括ケアシステムの構築と生活支援の充実 
 

１ 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の導入 

(1) 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の概要 

医療介護総合確保推進法により、介護保険法が改正され、地域支援事業の見直しが行

われました。これにより、すべての市町村が2017（平成29）年４月までに「介護予

防・日常生活支援総合事業」（以下「総合事業」といいます）を開始することとなりま

した。 

要支援者に対する介護予防給付のうち、訪問介護と通所介護については、全国一律の

基準に基づくサービスから、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様

な主体による柔軟な取組による総合事業に位置づけられました。また、これまでの二次

予防事業などの介護予防事業も総合事業に再編されます。 

●地域支援事業の見直し 

現 行  見直し後 

介護給付 （要介護 1～５） 現行と同様 介護給付（要介護 1～５） 

介護予防給付（要支援 1～２） 

 

 
介護予防給付（要支援 1～２） 

事業に移行 新しい介護予防・日常生活支援総合事業 

 

○ 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（配食等） 

  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

地

域

支

援

事

業 

地

域

支

援

事

業 

介護予防事業 

○ 二次予防事業 

○ 一次予防事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の場合

は、上記の他、生活支援サービスを含む 

要支援者向け事業、介護予防支援事業 

多様化 

 

市町村で実施 

 

 

包括的支援事業 

任意事業 

現行と同様 包括的支援事業 

任意事業 

総合事業は、訪問型・通所型サービス等の「介護予防・生活支援サービス事業」と、

その他体操教室等を開催する「一般介護予防事業」で構成されています。「一般介護予

防事業」はすべての高齢者が対象となり、「介護予防・生活支援サービス事業」は、要

支援者と要支援者に相当する状態の人でチェックリストを用いて判断し、介護予防ケア

マネジメントを受けた人が対象となります。 

介護予防訪問介護 

介護予防通所介護 
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●総合事業のサービス体系 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 本市における実施方針 

【実施時期】 

●第２次伊賀市総合計画（第１次再生計画）の重点プログラムである「医療・地域福祉

連携プロジェクト」の地域包括ケアシステムの確立の一環として、2015（平成27）

年度から段階的に実施し、2017（平成29）年度末までに伊賀市に合った総合事業

を確立します。 

［準備期間に行うこと］ 

○現在の要支援認定者を中心に被保険者および家族に対する意識啓発 

○サービスの単価、請求方法、利用者負担の設定 

○現行の高齢者保健福祉事業の再構築 

○現行の介護予防訪問介護および介護予防通所介護事業者との協議（指定等） 

○生活支援コーディネーターと協議体の充実 

  ・地域資源の把握 

  ・住民主体のサービスの担い手の育成、協力要請 

  ・関係者のネットワーク化 
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【生活支援など住民主体のサービスの展開について】 

●住民自治協議会をはじめ、これまでまちづくりを通じて培ってきた多くの地域資源が

あり、住民が主体となって地域の課題を解決する仕組みが機能しています。総合事業

の生活支援にかかる担い手として既存の地域資源を最大限に活かしていきます。 

●シルバー人材センターなど既に実績のある団体の活動と連携していきます。 

●社会福祉協議会との連携のもと、各地域で実施している高齢者に対する事業を評価・

コーディネートし、日常的な支援活動として提供できるよう育成を図っていきます。 

●旧来、地域において機能していた「近所付き合い」的な助け合いや見守りの体制づく

りを図っていきます。 

 

【専門職等による専門的なサービスの展開について】 

●既存のサービス提供事業所の有するケア、リハビリに関する専門的な知識・技術に着

目し、必要なサービス提供体制を整えていきます。 

●本市が実施している既存の高齢者保健事業を見直し、保健師が活躍する事業として再

構築します。 

 

【費用等】 

●サービスの単価については、国の示す額を上限とし、各サービスの内容により、従前

の介護報酬単価や必要な費用を考慮して設定していきます。 

●利用者負担については、原則として介護給付と同様とします。ただし、ＮＰＯや住民

主体のサービスにあっては実費負担など柔軟な設定も想定されます。 

 

(3) 本市において想定される事業の展開 

① 訪問型サービス 

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供します。予防給付では

実施できない内容についても、ＮＰＯや住民主体により、多様な形態のサービスで実

施できるよう検討していきます。 
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〔想定される訪問型サービス〕 

区  分 サービス内容の例 想定される事業者等 

訪問介護 

（現行の訪問介護に相当） 

○現行の訪問介護に相当（訪問介護員

による身体介護、生活援助） 

指定事業者（みなし指定） 

訪問型サービスＡ 

（緩和した基準による） 

○掃除、買い物、外出支援、調理、洗

濯、ゴミ出し 等 

事業者 

シルバー人材センター 等 

訪問型サービスＢ 

（住民主体による支援） 

○掃除、買い物、外出支援、調理、洗

濯、ゴミ出し 等 

有償・無償のボランティア 

住民自治協議会 等 

訪問型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

○従来の二次予防事業の訪問型介護

予防事業 

○栄養改善 

○口腔機能向上 

○居宅での相談指導等 

事業者 

管理栄養士 

市の保健師 等 

訪問型サービスＤ 

（移動支援） 

○通院・買い物等の移動支援 

○サロン等の通所型サービス利用の

際の移動支援や移送前後の生活支

援 

事業者  

住民自治協議会 等 

 

② 通所型サービス 

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供します。 

 〔想定される訪問型サービス〕 

区  分 サービス内容の例 想定される事業者等 

通所介護 

（現行の通所介護に相当） 

○現行の通所介護に相当（生活機能向

上のための機能訓練） 

指定事業者（みなし指定） 

通所型サービスＡ 

（緩和した基準による） 

○送迎を伴わない運動、栄養、口腔、

認知等に関する介護予防教室 

○ミニデイサービス 

事業者（社会福祉法人等） 

 

通所型サービスＢ 

（住民主体による支援） 

○サロン活動 

○体操・運動等の自主的な通いの場 

有償・無償のボランティア 

住民自治協議会 等 

通所型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

○従来の二次予防事業の通所型介護

予防事業 

○機能訓練等 

事業者 

市の保健師 等 

 

③ その他の生活支援サービス 

要支援者等に対し、住民ボランティア等が行うひとり暮らし高齢者等への見守り、

見守り型の配食サービスなど、訪問型サービス・通所型サービスに準じる自立支援の

ための生活支援の提供を検討します。 
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 地域包括支援センター 

（中部にんにんサポート伊賀） 

南部サテライト 

（南部にんにんサポート伊賀） 

東部サテライト 

（東部にんにんサポート伊賀） 

 

  

④ 介護予防ケアマネジメント 

利用者の心身の状況、置かれている環

境その他の状況に応じて、その選択に基

づき、介護予防・生活支援サービスその

他の適切な事業が包括的・効率的に提供

されるよう地域包括支援センターを中

心に専門的な視点から援助を行います。

本庁とサテライト（東部・南部）が、そ

の機能を補完し合うことで、全市を重層

的にカバーにしていきます。 

 

 

 

(4) 生活支援コーディネーターおよび協議体の設置 

生活支援・介護予防サービスの体制整備にあたっては、市が中心となって、高齢者を

はじめ、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、ＮＰＯ、社会福祉法人、社会

福祉協議会、住民自治協議会、民間企業、シルバー人材センターなどの多様な主体によ

るサービスの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進し

ていく必要があります。 

国では、地域において多様な主体による多様な取り組みのコーディネートを担い、一

体的な活動を推進するため生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を配置し、

提供主体等の情報共有・連携強化の場として協議体を設置することとしています。 

 

「伊賀市がめざす地域包括ケアシステム」の構築進める中で、社会福祉協議会エリア

担当者を生活支援コーディネーターとして位置づけ、協議体としては、地域ケアネット

ワーク会議（住民自治協議会／自治会／民生委員児童委員／福祉サービス事業所／地区

市民センター／ボランティア／社会福祉法人／社会福祉協議会等）の設置・運営を進め

ています。 

今後、総合事業の展開の中で、住民の生活により密着した住民自治協議会単位にもコ

ーディネーターの設置を進め、生活支援コーディネーターと連携をしながら、当該地域

にあったサービスの検討、実施を図ります。  



18 

 〔コーディネーターと協議体によるコーディネート機能〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 一般介護予防事業 

① 介護予防把握事業 

本人、家族等からの相談、民生委員児童委員や地域住民からの情報提供、要介護認

定の担当部署や保健師との連携などにより収集した情報を活用して、閉じこもり等何

らかの支援を要する人を把握し、住民主体の介護予防活動へつなげます。 

 〔想定される事業〕 

■基本チェックリストを活用した対象者把握 

■民生委員等からの情報提供 

 

② 介護予防普及啓発事業 

運動器機能の向上等について住民主体の介護予防活動の取り組みが行えるよう、介

護予防教室などを通じて普及啓発に努めます。 

 〔想定される事業〕 

■介護予防教室 

■認知症予防教室 

 

③ 一般介護予防事業評価事業 

介護予防事業を効果的かつ効率的に実施する観点から、定期的に計画に定める目標

値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行います。 

  

資 源 開 発 Ａ 

ネットワーク構築 Ｂ 

ニーズと取組 Ｃ 

のマッチング 

○地域に不足するサービスの創出 

○サービスの担い手の養成 

○元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保  など  

○関係者間の情報共有 

○サービス提供主体間の連携の体制づくり など  

○地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマッチング など 
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④ 地域介護予防活動支援事業 

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する

地域活動組織の育成・支援など、地域で介護予防が行える環境づくりに努めます。 

■介護予防地域活動サポーター養成事業 

■認知症サポーター・やすらぎ支援員の養成など人材育成と活用 

■サロンなど交流・居場所づくり 

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

介護予防では、「心身機能」だけではなく、「活動」「参加」の要素にバランス良く

働きかけるため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等において、経験

豊富な理学療法士、作業療法士等のリハビリテーション専門職を活かした取り組みを

推進します。 

 〔想定される事業〕 

■地域住民主体の通いの場へのリハビリテーション専門職の派遣 

 

 

２ 医療と介護の連携体制の構築 

(1) 在宅医療・介護連携の推進 

【現 状】 

地域包括ケアシステムの構築は、医療の提供方針が病院完結型から地域完結型へ転換

することと深く関わっており、地域の医療機関と市をはじめ介護・福祉に関わる機関の

連携が更に重要となっています。 

 

【施策の展開】 

医療・介護連携の推進により、医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えて

いくため、三重県保健医療計画に基づく医療機能の分化と併行して、本市が主体となり、

医師会等の協力を得つつ、必要となる在宅医療・介護連携のための体制を充実させます。 

〔今後、検討すべき項目〕 

① 多職種連携         ② 医療と介護の情報共有 

③ 在宅医療の普及推進     ④ 住民に対する意識の啓発 
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(2) 訪問看護等の充実 

【現 状】 

医療的ケアを必要とする要介護者が安心して在宅生活を送るためには、訪問看護をは

じめとする医療系の介護サービスを充実させるための検討を進めています。 

 

【施策の展開】 

在宅介護の限界点を高め、誰もが住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよう、訪

問看護や、機能回復をめざした訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションなど

のサービスについてケアマネジャー等との連携のもと、利用の促進を図っていきます。 

また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、小規模多機能型居宅介

護など、施設機能を地域で展開するタイプのサービスについては、需要動向を考慮しな

がら研究していきます。 

 

 

３ 地域ぐるみの高齢者支援の推進 

(1) 地域包括支援センターの機能強化 

【現 状】 

高齢者の地域での生活を支援していくためには、保健・医療・福祉・介護などの公的

サービスから、地域の支え合いやボランティア等が行う活動まで、高齢者の状態・状況

に応じた適切なサービスが途切れなく提供される必要があります。 

このため、地域の情報を集積し連携を行う地域包括支援センターを中部（本庁）に１

か所および東部（伊賀地区）並びに南部（青山地区）にサテライトを設置し、高齢者の

総合相談支援、権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的継続的ケアマネジメント

支援など、高齢者の自立した生活の支援のために必要な業務を総合的に行うとともに、

障がい、子どもの分野の１次相談窓口も備えた福祉の総合相談窓口として設置していま

す。 

 

【施策の展開】 

地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必

要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ
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とを目的とする施設」（介護保険法第 115 条の 46）です。言い換えれば、地域包括ケ

アを実現するための中心的役割を果たすための機関といえます。 

また、高齢分野においては、高齢者虐待の予防や対応、認知症対策など、より専門性

が求められる業務に的確に対応していくため、業務の質と量を勘案しながら体制強化と

職員の資質向上を図るとともに、地域の福祉資源やネットワークの活用により地域の課

題・ニーズの把握を行い、事業・サービスに反映できるような体制を整えます。 

 

 (2)「伊賀市高齢者あんしん見守りネットワーク」の充実 

【現 状】 

本市では認知症地域支援体制の構築をめざし、専門家と関係者による認知症支援検討

委員会を設置し、認知症を理解するための啓発活動や地域資源のネットワークづくりを

進めてきました。その結果、保健・医療・福祉・介護の分野にとどまらず、商店・金融

機関・交通機関・警察・消防など、高齢者の生活にかかわる社会資源の幅広いネットワ

ークとして「伊賀市高齢者あんしん見守りネットワーク」を構築しました。 

 

【施策の展開】 

「伊賀市高齢者あんしん見守りネットワーク」の充実を図り、認知症や高齢者虐待な

ど高齢者の抱える課題を理解し、困りごとを抱えた高齢者の発見・連絡・支援をスムー

ズに行い、市民にとって安心して生活できる地域づくりをめざします。 

 

 (3) 地域包括ケアシステムの構築・活用 

【現 状】 

地域包括支援センターでは、地域福祉計画における地域福祉圏域（支所）単位に開催

している「地域ケア会議」を中心に、保健・医療・福祉・介護などの公的サービスはも

とより、ボランティアや地域での見守りを含んだ社会資源相互のネットワークづくりや

地域の福祉課題の把握に努めています。 

また、地域では住民自治協議会や地域ケアネットワーク会議を中心とし、地域の福祉

課題の解決に向けて、それぞれの地域の特色に応じた取り組みが行われています。 

 

【施策の展開】 

住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続できる仕組みを構築するため、「地域ケ

ア会議」を活用し、さまざまな分野・職種の相談支援担当者の連携や情報交換が行える
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よう、ネットワークを強化します。さらに、介護サービス事業者・医療機関・行政など

による公的なサービスに加え、地域住民・ボランティア・ＮＰＯ法人等が提供する住民

主体のサービスの充実と連携を図ることによって、必要なサービスが途切れることなく

重層的に提供され、地域社会全体で高齢者を支える地域包括ケアシステムを構築してい

きます。 

また、地域における生活課題やニーズを早期に発見、把握、共有するために、地域包

括支援センターや社会福祉協議会、社会福祉法人の連携の仕組みづくりを構築します。 

 

 

●地域包括ケアシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 総合相談支援の充実 

【現 状】 

「地域包括支援センター」（１か所）およびサテライト（東部、南部）を設置し、身

近な場所で高齢者に関する相談支援を行っています。 

また、地域包括支援センターを中心とした相談機関のネットワークを構築し、どの機

関に相談しても、必要に応じて専門的な支援につながるよう連携を図っています。 

 



23 

【施策の展開】 

困りごとを抱えた人が気軽に相談窓口を利用できるよう、さらに周知を図ります。 

また、高齢者にとって身近な場所で質の高い相談支援が提供できるよう、地域包括支

援センターを中心に総合相談体制の充実を図り機関相互の連携を強化します。 

 

 

４ 高齢者福祉サービスの充実 

(1) 配食サービス 

【現 状】 

調理・買い物が困難な、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯またはこ

れに準ずる世帯に属する人に対し、昼食・夕食の配食サービスを実施し、安否確認を行

っています。 

図表７ 配食サービスの実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

配食数  （食） 53,434 40,630 44,846 

利用者数 （人） 157 121 144 

 

【施策の展開】 

高齢者にとって栄養バランスのとれた食事の確保と在宅生活の維持のため、配食サー

ビスを継続して実施します。自立支援の観点からサービス提供にあたってはアセスメン

トを的確に行い、適切にサービスを提供していきます。ただし、総合事業導入に伴い、

事業の再編を検討します。 

 

(2) 在宅支援サービス 

【現 状】 

寝たきりやひとり暮らし等の高齢者を対象に、在宅生活に必要な支援や訪問による理

美容サービスを提供し、在宅での生活の不自由の解消に努めています。 

図表８ 在宅支援サービスの実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

利用者数  （人） 42 38 38 

延べ利用回数（回） 115 77 97 

 

【施策の展開】 
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在宅で生活する高齢者が少しでも長く地域で暮らせるよう、訪問による理美容サービ

ス等を実施し、在宅高齢者の生活の質の向上をめざします。 

 

(3) 養護老人ホーム 

【現 状】 

養護老人ホームは、環境上の理由や経済的理由により自宅での生活が困難な高齢者が

安心して生活するための施設です。2013（平成25）年度末における伊賀市の措置入

所者は106人です。 

図表９ 養護老人ホーム入所措置者数                 （単位：人） 

名 称 定 員 
本市の入所者数 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

恒風寮 50 44 42 41 

偕楽荘 50 46 46 46 

梨ノ木園 70 4 2 2 

市外施設  15 16 16 

 

【施策 展開】 

環境上の理由や経済的理由により自宅で生活することが困難な高齢者に対し、老人ホ

ーム入所判定委員会の判定に基づき適正な入所措置を行っていきます。 

 

(4) 有料老人ホーム 

【現 状】 

有料老人ホームは、高齢者が食事の提供や健康管理、必要に応じた介護サービスを受

けながら生活を送る施設であり、民間事業者が整備から運営までを行っています。 

介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームに入居して

いる場合は、介護給付が受けられ、１割の自己負担で介護サービスの利用が可能となり

ます。 

 

【施策の展開】 

介護保険施設や他の居住系サービス等の整備により、有料老人ホームに対するニーズ

はほぼ充足していると考えられますが、ひとり暮らしや夫婦のみの暮らしに不安を覚え

る高齢者が、安心して地域で暮らし続けられるよう、有料老人ホームの需要の把握に努

めます。 
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５ 高齢者の権利を守る支援の充実 

(1) 成年後見制度利用支援事業 

【現 状】 

認知症等の理由で判断能力が不十分または、判断能力に欠ける高齢者等の財産管理や

介護施設への入所契約などを行う成年後見制度利用時において、市長申し立てが必要な

場合などの経費や成年後見人などの報酬の助成等を行っています。 

図表 10 成年後見制度利用支援事業の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

利用者数 （人） 1 5 6 

 

【施策の展開】 

判断能力が不十分な認知症高齢者等のために、家庭裁判所に成年後見制度の後見等の

審判を申し立て、財産管理や身上監護ができるように支援します。伊賀地域福祉後見サ

ポートセンターなどとの連携を図りながら成年後見制度の周知を図るとともに、対象者

の把握に努めます。 

 

(2) 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業） 

【現 状】 

判断能力が一定程度あるが、日常生活を営むのに支障がある人が地域で安心して生活

を送れるよう、日常生活における福祉サービスの援助や代行、利用料の支払い等の福祉

サービスの利用援助とそれに付随した日常的な金銭管理等を行う地域福祉権利擁護事

業（日常生活自立支援事業）を社会福祉協議会が実施しています。本市では、この事業

を利用する低所得の高齢者に対し、利用料の一部助成を行っています。 

 

【施策の展開】 

判断能力が十分でない認知症高齢者等が、地域で自立した生活が送れるよう、今後も、

市社会福祉協議会との連携をとりながら、助成事業を継続して実施するとともに制度の

活用を図ります。 
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６ 住み良いまちづくりの推進 

(1) ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

【現 状】 

誰もが安全・安心して快適に生活するためには、ユニバーサルデザインの視点をもっ

たまちづくりを推進していくことが重要です。「誰もが利用しやすい施設づくり」、「誰

にでも分かりやすい情報提供」などが伊賀市総合計画や伊賀市地域福祉計画などに掲げ

られています。本市では、2009（平成21）年１月にユニバーサルデザインの視点に

基づく公共施設の状況調査を実施しました。 
 

【施策の展開】 

ユニバーサルデザインを学ぶ場づくりを推進するとともに、誰もが利用しやすい施設

の整備を推進していきます。高齢者をはじめ住民の誰もが安心して暮らせるユニバーサ

ルデザインのまちづくりは、行政の取り組みだけではなく、住民と行政がそれぞれの役

割を認識した上で協働して進めていく必要があります。 

 

(2) 高齢者に配慮した住宅に関する情報提供 

【現 状】 

日常生活や介護に不安を抱くひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が、施設入所で

はなく、住み慣れた地域で安心して暮らすための高齢者住宅についての関心が高まりつ

つあります。 

 

【施策の展開】 

高齢者の増加により、高齢者の身体機能に対応した住宅の整備が求められています。

高齢者が安心して生活するために、良質のサービス付き高齢者向け住宅を提供するし

くみを検討するとともに、正確な情報提供に努めます。 

 

 (3) 市営住宅の整備 

【現 状】 

現在、本市には市営住宅が45団地、1,626戸あります。その約60％が1975（昭

和50）年以前に整備されたもので、老朽、劣化が著しい状況です。 

【施策の展開】 

市営住宅の長寿命化計画により、全体・個別改修、建替え、バリアフリー化など、住
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宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その

他住宅の確保に特に配慮を要する人）に配慮した住宅の整備等を推進していきます。 

 

(4) 高齢者の移動手段の確保 

【現 状】 

高齢者の社会参加を促進するために「伊賀市地域公共交通網形成計画」に基づきなが

ら、安心して気軽に利用できる移動手段の確保に取り組んでいます。さらに、公共交通

機関やタクシー等での移動に制約のある高齢者等に対し、福祉有償運送を実施していま

す。 

図表 11 福祉有償運送の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

利用者数  （人） 1,074 1,031 1,000 

 

【施策の展開】 

移送ニーズを把握しながら、市全体の交通体系の整備の中で高齢者の移動手段の確保

を関係機関等と連携して進めます。また、福祉有償運送を行うＮＰＯ法人等の安定運営

のための支援を継続して実施していきます。 

 

 

７ 安心・安全のまちづくりの推進 

(1) 災害時要援護者の支援体制の整備 

【現 状】 

地震などの災害が発生した時、ひとり暮らし高齢者や障がいのある人など災害時要援

護者の安否確認や避難支援のため、災害時要援護者台帳の作成と、地域支援者の確保、

住民自治協議会や自治会等への災害時要援護者名簿の提供などの取組みを進めていま

す。 

 

【施策の展開】 

災害時要援護者の実態把握を行い、災害時に迅速かつ的確な救援活動ができるように

するため、また、平常時における地域での見守り活動を充実させるため要介護者等の情

報を提供します。 
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(2) 防犯体制の整備 

【現 状】 

高齢者が被害者となる犯罪が増加しています。また、ひとり暮らしや高齢者のみの世

帯が増加し、地域における防犯機能が低下しているといえます。 

 

【施策の展開】 

地域での声かけ運動、プライバシーに配慮した緊急連絡網の整備・活用などによる地

域の安全活動を支援します。また、悪徳商法から高齢者を守るため情報提供に努めます。 

 

(3) 緊急通報体制等整備事業 

【現 状】 

おおむね65歳以上のひとり暮らしの人を対象に、緊急時に家族等へ通報する装置を

貸与しています。 

図表 12 緊急通報体制等整備事業の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

利用者数  （人） 432 413 415 

【施策の展開】 

ひとり暮らし高齢者の増加に伴いサービスの必要度は高くなっており、高齢者の日常

生活の安全確保と離れて暮らす家族の不安解消のため引き続き事業を実施します。 

また、三重県徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業に参画し、事業を推進していきま

す。 
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Ⅱ いきいきと活動するために～介護予防と生きがいづくり・社会参加の促進 
 

１ 介護予防の推進 

(1) 二次予防事業の対象者把握事業 

【現 状】 

二次予防事業は、要支援又は要介護の状態になるおそれのある高齢者を対象とし、生

活機能の維持・向上を目的として実施するものです。対象者については、生活機能チェ

ック（「お達者チェック」）により「生活機能の低下の可能性あり」と判定され、介護予

防への取り組みが必要な人には介護予防事業への参加に関する通知と個別の相談を行

っています。 

図表 13 二次予防事業対象者把握の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

お達者チェック実施者数  （人） 15,285 14,784 14,023 

二次予防事業対象者数＊  （人） 420 403 415 

   *当該年度中に二次予防事業対象者として新たに把握された人数 

 

【施策の展開】 

事業の対象者を把握するため、65 歳以上の人（要支援・要介護認定者を除く）に、

生活機能チェック「お達者チェック」を実施します。また、訪問活動や関係機関からの

連絡や、本人、家族、地域住民の連絡などからも対象者が把握できるよう、体制づくり

に努めます。ただし、総合事業の導入に伴い、一般介護予防事業に再編されます。 

図表 14 二次予防事業対象者把握の見込み 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

お達者チェック実施者数  （人） 7,800 7,800 2,000 

二次予防事業対象者数＊  （人） 220 220 100 

   *当該年度中に二次予防事業対象者として新たに把握された人数 

 

(2) 通所型介護予防事業 

【現 状】 

「お達者チェック」により運動器の機能低下または口腔機能の低下があると判断され

た高齢者のうち、希望者を対象に、通所形態により「運動器の機能向上」および「口腔

機能の向上」のプログラムを実施しています。 
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図表 15 通所型介護予防事業の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

実利用者数 （人） 156 119 132 

実施回数  （回） 91 75 70 

 

【施策の展開】 

事業の効果等を検証しながら、事業内容の充実を図ります。また、終了者が地域にお

ける住民主体の活動等に参加できるよう支援していきます。ただし、総合事業の導入に

伴い、一般介護予防事業に再編されます。 

図表 16 通所型介護予防事業の見込み 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 （人） 80 80 0 

実施回数  （回） 48 48 0 

 

(3) 訪問型介護予防事業 

現 状 

「お達者チェック」により「うつ等のおそれのある」または「栄養改善が必要である」

と判断された高齢者のうち希望者を対象に訪問型介護予防事業を実施しています。うつ

等のおそれのある高齢者に対しては、保健師が電話や訪問などを通して状況を確認し、

必要な相談・指導・訪問を行えるように体制を整えています。また、栄養改善の必要な

高齢者に対しては管理栄養士等による訪問指導を実施しています。 

図表 17 訪問型介護予防事業「栄養改善」「うつ予防」の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

実利用者数 （人） 7 19 20 

訪問回数  （回） 22 27 25 

 

【施策の展開】 

今後、高齢者のうつは大きな問題となってくるものと考えられます。早期にうつ予防

が図れるよう、対象者を的確に把握し、積極的な訪問支援を行っていきます。また、栄

養改善については、対象者の個別性を考慮しながら今後も管理栄養士等の訪問指導を進

めます。ただし、総合事業の導入に伴い、一般介護予防事業に再編されます。 

図表 18 訪問型介護予防事業「栄養改善」の見込み 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 （人） 20 20 0 

訪問回数  （回） 30 30 0 
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(4) 介護予防普及啓発事業 

【現 状】 

高齢者の身体機能低下の予防、認知症予防の啓発および地域で介護予防活動を推進・

支援するサポーターの養成およびパソコン操作、音楽療法、３B 体操等の各種教室を開

催しています。 

図表 19 介護予防普及啓発事業の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

利用者数  （人） 13,517 13,067 12,200 

実施回数  （回） 590 588 587 

 

【施策の展開】 

介護予防を推進する自主グループの立ち上げを支援します。 

 

(5) 介護予防地域活動サポーター養成事業 

【現 状】 

介護予防に関するボランティアなどの人材を育成するための研修、介護予防に資する地

域活動組織の育成および支援など、地域における介護予防活動を支援しています。 

図表 20 地域介護予防活動支援事業の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

実施回数 （回） 65 70 60 

 

【施策の展開】 

地域における自主的な介護予防活動が推進されるよう、介護予防事業の運営支援や地

域における活動の担い手づくりのために、医師、看護師、管理栄養士等を講師として認

知症・介護予防サポーターの養成講座や地域包括支援センター主催の介護予防リーダー

育成講座を開催していきます。ただし、総合事業の導入に伴い、一般介護予防事業に再

編されます。 

図表 21 地域介護予防活動支援事業の見込み 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実施回数 （回） 80 80 80 
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(6) 忍にん体操の普及 

【現 状】 

本市では、合併前の 2003（平成 15）年度に市民や各分野の専門家などで構成された(旧)

上野市健康体操開発委員会を設置し、忍者の動きを取り入れた本市独自の健康体操である

「忍にん体操」を考案しました。合併後も引き続き、健康推進のために活用しています。

その後、高齢者等に配慮した介護予防バージョンも作成し、地域における介護予防活動に

活用しています。 

 

【施策の展開】 

高齢者が地域において気軽に介護予防に取り組めるよう、今後も、忍にん体操の普及

に努めます。 

 

(7) 在宅歯科訪問健康診査の普及 

【現 状】 

在宅要介護者で希望者を対象に、歯科訪問健診を実施しています。歯科健診の受診機会

を増やし,早期治療につなげています。 

 

【施策の展開】 

在宅で寝たきり等で歯科医院へ通院ができない人や、その介護者等に歯科・口腔衛生

の重要性を啓発するとともに、在宅歯科訪問健康診査の利用促進に努めます。 
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２ 就労・ボランティア活動の促進 

(1) シルバー人材センターとの連携 

【現 状】 

高齢者が就業を通して自己の労働能力を活かし、生きがいをもって社会参加ができる

よう、社団法人伊賀市シルバー人材センターが設立されています。就業を希望する高齢

者が会員となって、発注者からの依頼により、事務や軽作業に従事しています。 
 

【施策の展開】 

高齢者の増加とともに、シルバー人材センターの果たす役割がますます重要となって

います。今後さらに高齢者の活躍の場を増やすため、シルバー人材センターが行ってい

る事業の開拓、充実に対し、市としても支援をしていきます。また、総合事業の訪問型

サービスの担い手として協力を求めていきます。 

 

(2) 高齢者の就労・雇用支援 

【現 状】 

就労は、高齢者にとって、収入を得るだけでなく、生きがいとしても重要です。「高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、60歳定年を定めている事業主に対し、

定年の引上げ等の措置を求めていますが、実際には60歳定年の事業所は数多くあるの

が現状です。 
 

【施策の展開】 

高齢者の就労・雇用促進については、社会福祉協議会、ハローワーク等関係機関との

連携を強化するとともに、企業に対しては、各種助成制度の情報提供を図ることにより、

高齢者の継続雇用等を働きかけていきます。 

 

(3) 高齢者ボランティアの促進 

【現 状】 

高齢者は地域社会を支える重要な人材です。高齢者等実態調査の結果によると、高齢

者が「高齢者」について持っているイメージとしては、「時間にしばられず、好きなこ

とに取り組める」や「経験や知識が豊かである」などが高くなっています。今後は、こ

れまで以上に高齢者が地域において経験や知識を活かして活動できるような支援が重

要となります。こうした活動は高齢者の心身両面における健康の保持・介護予防に有効

であり、ひいては地域の活性化につながるものと考えられます。 
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【施策の展開】 

伊賀市地域福祉計画に掲げる「高参加・高福祉」の理念に基づき、地域における健康

づくりや福祉サービスの展開にあたって、高齢者の協力を得ていくとともに、子どもの

登下校の見守り、認知症高齢者等の見守りや総合事業における担い手など高齢者ボラン

ティアの活動を促進していきます。 

 

 

３ 生きがい活動の推進 

(1) 生涯学習の推進 

【現 状】 

市民大学講座や各種公民館事業のなかで、学習活動、スポーツ活動、文化活動を進め

ています。 

 

【施策の展開】 

高齢者の学習意欲を満たすとともに、仲間づくりの場として、高齢者対象の講座等を

開催していきます。なお、運営や講座の内容等について、高齢者が主体的に参加できる

体制をとり、高齢者のニーズに応じたものになるよう努めます。 

また、高齢者が、ゲートボール、グラウンドゴルフなどの軽スポーツを生きがい・健

康づくりとして楽しむことができ、仲間づくりの場となるよう、各種軽スポーツの普及

を図るとともに、適切な指導ができる人材の育成と確保に努めます。 

 

(2) 老人クラブ活動への支援 

【現 状】 

老人クラブは、高齢者の日常生活の場である地域社会を基盤とする自主的な組織です。

仲間づくりを通じた生きがい活動や健康づくりなど生活を豊かにするレクリエーショ

ン活動をはじめ、知識や経験を活かして、地域を豊かにする社会活動などを行っていま

す。 

 

【施策の展開】 

高齢者の生きがいづくりの場となるよう活動内容の充実に向けた支援や、魅力的で社

会的貢献度が高い活動、特技・技能を生かした活動を展開できるよう事業のコーディネ

ート、情報提供等を行っていきます。 
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(3) 生きがい活動支援通所事業 

【現 状】 

高齢者が家に閉じこもることなく生き生きとして自立した生活が送れるように、日常

動作訓練やレクリエーション等のサービスを提供しています。対象は、おおむね65歳

以上の「要支援」または「要介護」に該当しない人で、デイサービスセンターと宅老所

等で実施しています。 

図表 22 生きがい活動支援通所事業の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

利用者数 （人） 27 26 25 

 

【施策の展開】 

家に閉じこもりがちな高齢者を対象として、介護予防の観点から、日常動作訓練、健

康チェック、レクリエーション、給食等各種サービスを継続して実施します。なお、地

域支援事業の介護予防事業との連携を図ることにより、事業の効果をより高めるよう努

めます。なお、総合事業導入に伴ってあたって、事業の再編を検討します。 
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Ⅲ 認知症の人を地域で支え合うために～認知症施策の推進 
 

１ 地域における支援の充実 

(1) 認知症サポーターの養成・活用 

【現 状】 

「認知症サポーター」とは、認知症サポーター養成講座を受け、認知症を正しく理解

し、認知症の人や家族を暖かく見守り応援するボランティアの人をいいます。2014

（平成26）年９月末現在、伊賀市には3,391人の認知症サポーター（講師役となるキ

ャラバン・メイトを含む）がいます。 

また、伊賀市では認知症サポーター養成とは別に、平成15年度から「やすらぎ支援

員養成講座・認知症介護教室」を開催し、認知症高齢者を介護している家族を支援する

「やすらぎ支援員」を養成しています。 

 

【施策の展開】 

認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラバン・メイトの養成を図るとともに、

認知症サポーターを養成するための研修を開催します。 

なお、キャラバン・メイトの養成にあたっては、「やすらぎ支援員養成講座」を受講

された人などのマンパワーも活用し、認知症高齢者やその家族を支えることができる、

質の高い充実した研修内容となるよう努めます。 

また、キャラバン・メイト連絡協議会を設立し、認知症サポーターやキャラバン・メ

イトの地域における活動を支援します。 

  

(2) 徘徊高齢者に対する事業 

【現 状】 

認知症高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域住民の認知

症に関する理解が重要です。 
 

【施策の展開】 

「高齢者あんしん見守りネットワーク」などを活用し、一般の住民をはじめ民生委

員・児童委員など地域において相談に携わる人等を対象とした講演会や研修会を開催し

ていきます。また、徘徊高齢者が行方不明になった時には、徘徊高齢者等ＳＯＳネット

ワーク事業を活用し、警察、消防等と協力のもと、携帯電話のメール機能を使って早期

発見に努める体制の充実を図ります。 
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(3) 認知症の人と介護者の居場所づくり 

【現 状】 

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの一環として、2014（平成26）年

４月に、民間団体により認知症カフェ「茶話･支輪」が開設されました。カフェは、不

安解消の「癒し」の場、介護経験者による介護相談や、民生委員やケアマネジャーなど

支援者やサービスと出会う「相談」の場、認知症理解、健康や介護について「学ぶ」場

として認知症の人や介護家族、地域住民や専門職等、誰もが参加できる場となっていま

す。 

 

【施策の展開】 

今後は、認知症カフェをはじめ、認知症の人と家族、地域住民、専門職等が、気軽に

集まり、交流できる集いの場を、多くの地域に開設できるよう、社会福祉協議会等関係

機関と連携し支援していきます。 

●認知症カフェに期待する効果 

認知症の人▶ 自ら活動し、楽しめる場所 

家 族▶ わかり合える人と出会う場所 

地 域 住 民▶ つながりの再構築の場所（住民同士としての交流の場や、認知症に対する理解を深める場） 

専 門 職▶ ふれあえる場所（認知症の人の体調の把握が可能） 
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２ 家族に対する支援の充実 

(1) 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 

【現 状】 

認知症高齢者を介護している家族が、外出する必要がある時間帯や介護疲れで休息が

必要な時間帯に、やすらぎ支援員が対象者の居宅を訪問し見守りや話し相手を行います。

身体介護は行いませんがトイレへの誘導等は必要に応じて実施します。 

図表23 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実績 

区  分 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 
（見込み） 

利用者数 （人） 21 19 20 

 

【施策の展開】 

認知症高齢者を介護する家族にリフレッシュする時間を提供することにより、在宅介

護を推進するため、継続して実施するとともに、やすらぎ支援員の養成に努めます。 

 

(2) 地域密着型サービスの充実 

【現 状】 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）をはじめ介護保険事業の地域密着型サ

ービスは、主に認知症高齢者を地域で支えるサービスです。本市においては、認知症高

齢者グループホーム、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護等が整備されて

います。 

 

【施策の展開】 

認知症対応型通所介護など認知症ケアに特化したサービスや複合型サービス、小規模

多機能型居宅介護など施設機能を地域で展開するタイプのサービスについて、需要の動

向に注視しながら、本市における展開を検討していきます。 
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３ 認知症支援体制の整備 

(1) 認知症支援対策の推進 

【現 状】 

認知症高齢者とその家族が安心して地域で暮らすことができるように、地域住民と行

政の協働による支援体制を構築する必要があります。 

 

【施策の展開】 

①  伊賀市に合った認知症ケアパスの作成､普及 

国の｢認知症施策推進５か年計画(オレンジプラン)｣に基づき、地域包括支援センタ

ーを中心として認知症の症状に応じた適切なサービス提供の流れ（伊賀市に合った認

知症ケアパス）を作成し、市民や医療・介護関係者への普及を図ります。認知症ケア

パスとは、認知症を発症したときから生活する上で様々な支障が出てくる中で、その

進行状況にあわせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよい

かを標準的に示すものです。 

 

●認知症ケアパスの概念図 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

② 認知症地域支援推進員の養成・活用 

認知症の人ができる限り住み慣れた地域で暮らすためには、医療、介護、生活支援

が有機的に結びついた体制を整える必要があります。そこで、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コーディネーターとしての役割を担う認知症地

域支援推進員を増員し、相談窓口等に配置して、ニーズに応じたサービスを提供しま

す。 

 

急性 
増悪期 

気づき 

自宅 
居宅サービス 

地域密着型サービス等 

初期対応 日常ケア 

確定診断 日常診療 日常診療 

本人 本人 

短期入所等施設を

利用したサービス 

医療サービス 

（短期治療） 
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③ 認知症初期集中支援チームの設置 

認知症の早期診断・早期対応のため、地域包括支援センターに認知症初期集中支援

チームを設置し、認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、アセス

メント、家族支援などの初期の支援を包括的・集中的（概ね６か月）に行い、必要な

サービスの提供につなげます。 
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Ⅳ 介護が必要となっても安心して暮らすために～介護保険事業の充実 
 

１ 居宅サービスの充実 
 

２ 施設・居住系サービスの充実 
 

３ 市町村特別給付の充実 
 

４ 介護保険事業費・保険料の推計 
 

５ 利用者本位のサービス提供の推進 
 

 

 

６ 介護者支援の充実 

 (1) 家族介護教室 

【現 状】 

高齢者を介護している家族等に対して、介護方法や認知症介護予防啓発、介護者の健

康づくり等についての知識・技術を習得するための教室を開催しています。 

図表 24 家族介護教室の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

実施回数  （回） 4 1 2 

 

【施策の展開】 

家族介護者の心身の負担を軽減し、要介護高齢者が住み慣れた自宅での生活が継続

できるよう、家族介護教室を継続して実施します。 

 

(2) 家族介護者交流事業 

【現 状】 

高齢者を介護している家族が介護から一時的に解放され、介護者同士が交流すること

で、心身のリフレッシュができるよう、宿泊・日帰り旅行や施設見学などを内容とした

介護者同士の交流事業を実施しています。 

  

前回の委員会で提示 
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図表 25 家族介護者交流事業の実績 

区  分 平成 24年度 平成 25年度 
平成 26年度 
（見込み） 

実施回数  （回） 1 2 2 

参加者数  （人） 19 57 55 

 

【施策の展開】 

家族介護者の心身の負担を軽減し、在宅介護を推進するために、家族介護者交流事

業を継続して実施します。 

 

 

 

 

 


