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第４章    施策の展開   
Ⅰ 住み慣れた地域で暮らし続けるために 

～地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化・推進と生活支援の充実  
（１）地域共生社会の推進、相談支援体制の充実 

「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係

を超えて、障がいのある人・児童・生活困窮者を含む地域のあらゆる市民が役割を持

ち、支え合いながら暮らすことのできる社会のことです。 

地域共生社会の実現のため、市民と行政が協働し、地域や個人が抱える生活課題を

解決していけるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制を整備することが求めら

れています。 

また、近年、介護・ひきこもり・育児等が同時に直面する世帯等が多く、複合化し

た課題に対応する包括的な相談支援体制の強化が必要となっています。 

地域包括ケアシステムを有効に機能させるためには、まず在宅生活支援の中核的な

機能を担う地域包括支援センターが、円滑にその事業を運営していく必要があります。 

今後、地域包括支援センターの機能強化及び地域や関係機関との連携を強化し、総

合相談体制を更に強化します。 

 

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・介護等の公的

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ること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か所と東部（伊賀地区）・南部（青山地区）にサテライトを１か所ずつ設置し、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

メント支援等、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。  
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【施策の展開】 

地域包括支援ネットワークの構築、地域ケア会議の開催、在宅医療・介護連携推進

事業等の実施を通じて、地域包括ケアシステムの推進を図る必要があります。担当職

員のスキルアップを図るとともに、担当課や関連する組織と連携を密にし、地域包括

支援センターの機能強化に努めます。また、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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

総合相談支援延

件数 
6,401 件 6,277 件 6,300 件 6,350 件 6,350 件 6,350 件  

（２）医療計画との整合性の確保、医療と介護の連携体制の構築 
2016（平成 28）年度に三重県が「三重県地域医療構想」を策定しました。この

構想は、団塊世代が 75 歳以上となる 2025（平成 37）年を視野に、地域にふさわ

しいバランスのとれた医療機能の分化・連携を適切に行うための指針です。市では、

この構想に基づき、関係機関・団体等から意見をいただき、2025 年問題に対応でき

る地域医療のカタチづくりをめざして、「伊賀市地域医療戦略 2025」を策定しまし

た。今後、これらとの整合性を保ちながら施策を進めます。 

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加が見込まれることから、住み慣れ

た地域において継続して日常生活を送ることができるよう、医療と介護の連携を推進

するとともに、在宅医療ニーズに適切に対応できる体制の整備を進めます。 

高齢者一人ひとりの状態に応じた切れ目のない医療・介護サービスを提供していく

ためにも、在宅医療のニーズの把握とともに、地域の医療資源を把握し、必要なサー

ビスを充実させていきます。 
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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、地域の医療機関と行政・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。 

2012（平成 24）年度から伊賀市地域福祉計画推進委員会の専門部会として、市

内の医療・保健・福祉各分野の専門職による「保健・医療・福祉分野の連携検討会」

を設置し、医療・福祉ニーズのある人が在宅で暮らし続けるための多職種連携による

支援のしくみづくりを進めており、2016（平成 28）年度～2017（平成 29）年度

では「在宅患者の薬の管理しくみづくり」に取り組んでいます。 

2017（平成 29）年度に、2025 年、さらにその先を見据えた本市における今後

の在宅医療や、それを支える救急医療を進めるためのプロジェクトを示した、「伊賀市

地域医療戦略 2025」を策定しました。 

 

【施策の展開】 

2025 年問題、さらにその先を見据え、引き続き、在宅医療・介護連携の具体的な

取り組みを進めていく必要があります。 

「伊賀市地域医療戦略 2025」で示す在宅医療をサポートする体制づくりや、３つ

の地域包括圏域で想定する高齢者集中地域を動向を注視しながら、各圏域ごとに設置

している地域包括支援センターと医療・介護・福祉事業者等が連携し、地域に応じた

地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

全世代型地域包括ケアシステムの構築に向け、「保健・医療・福祉分野の連携検討会」

では、さらに多職種間の連携を深め、課題の抽出、整理を行い、在宅医療・介護連携

の取り組みを進めます。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

地域包括ケアシ

ステム会議開催

回数（検討会等

含む） 

10 回 6 回 6 回 6回 6回 6 回   
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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

等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、看護小規模多機能型居宅介護、小規

模多機能型居宅介護等のサービスについては、需要動向を考慮しながら検討していき

ます。     
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（３）高齢者の権利を守る支援の充実 

高齢者虐待に対する相談体制の充実等関係機関と連携した虐待防止の取り組みや権

利擁護事業の継続・充実、成年後見制度の利用促進を図ります。  
① 高齢者虐待防止策の充実 

【現 状】 

高齢者虐待に関する相談対応件数は増加しており、事案の内容に応じて関係機関と

連携を密にしながら、虐待を受ける高齢者・養護者への支援を行っています。 

また、高齢者虐待が人権侵害であることの周知を徹底するとともに、虐待の定義に

ついての啓発や虐待を発見・把握した時の通報義務についても周知し啓発促進を行っ

ています。 

 

【施策の展開】 

高齢者虐待の防止のためには、早期発見、早期対応が重要となります。それには、

保健・医療・福祉等の関係機関や地域が、それぞれの立場で、虐待を受けている高齢

者のサインに気づく必要があります。 

高齢者虐待の防止及び早期発見に資するための研修会を定期的に開催するととも

に、虐待を把握した場合には、速やかに関係機関や地域が連携することで、適切な対

応がとれるようにネットワークを強化します。   
② 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十分でない状態にあり、財産管理や日常生活等での契

約（福祉・医療・介護サービスの利用等）を自身で行うことが困難で、かつ親族から

の支援が得られない高齢者等を対象に、市が成年後見制度（法定後見）の申立を行っ

ています。申立に必要な経費や、成年後見人等への報酬について、負担できないと認

められる対象者については、経費の一部を市が助成しています。 

また、制度を円滑に利用できるよう「伊賀地域福祉後見サポートセンター」を設置

し，制度利用の相談や家庭裁判所への申立て手続の説明，また，成年後見人になりう

る市民後見人の養成・活用等を行っています。   
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【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

サポートセンター等との連携を図りながら成年後見制度の一層の普及・活用を促進す

るとともに、市長申立て等必要な支援を実施します。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

市長申立による後

見人等就任件数 
4 件 5 件 3 件 4件 4件 4 件 

③ 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、伊賀市社会福祉協議会が福祉サービスの援助や代行、利用料の支払

い等とそれに付随した日常的な金銭管理等を行う日常生活自立支援事業を実施してい

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て、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、伊賀市社会福祉協議会との連携を図りながら、利用者に対する助成事業を実施し

ます。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

日常生活自立支援

事業利用助成額 
1,915 千円 1,711 千円 1,892 千円 1,925 千円 1,925 千円 1,925 千円  
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（４）地域ぐるみの高齢者支援の推進 

サロンの開催や、見守り等を通して、地域の支え合い活動を促進するとともに、社

会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながることから、高齢者が

担い手としても活動していくことを促進します。   
① 「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・消防等、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

等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・支援を円滑

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。 

ネットワーク会員に対する研修の実施や新規事業者の勧誘等、充実に努めます。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

高齢者あんしん

見守りネットワ

ーク会員数 

646 人 648 人 649 人 652 人 655 人 657 人      
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② 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・介護等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、自分らしい生活を継続できるしくみを構築するため、市内 14

の地区民協エリアごとに地域支援者も含めた関係機関による「地域ケア会議」を開催

しています。多職種協働による事例検討を行うことで役割分担を明確にしながら課題

の解決を図るとともに、顔の見える関係の構築、支援者のスキルアップ、個別課題か

ら地域課題の把握を行っています。 

また、虐待を受けた高齢者や障がい者に対する保護のための措置、虐待を行ってい

る人に対する支援を適切に実施することを目的とした「高齢者及び障がい者虐待検討

委員会」、各支援機関のみでの対応が困難であったり、他分野にわたる支援が必要なケ

ースについて庁内連携と今後の支援方法について調整する「相談事案調整会議」、地域

ケア会議をはじめとするケース検討会議に対応する能力を習得し、職員の資質向上を

図るための「健康福祉部事例検討会」を開催しています。 

さらに、介護サービス事業者・医療機関・行政等による公的なサービスに加え、地

域住民・ボランティア・ＮＰＯ法人等が提供する市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しくみづくりを構築します。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

地域ケア会議の

開催回数 
35 回 31 回 38 回 40 回 40 回 40 回  
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（５）高齢者福祉サービスの充実 

生活支援のための公的サービス等の周知を図るとともに、本人やその家族のニーズ

に応じたきめ細かい支援に向けて事業の充実と利用促進を図っていきます。 

地域の生活課題を地域全体で支え、課題解決に向けた検討の場として、住民自治協

議会単位で「地域福祉ネットワーク会議（協議体）」の立ち上げを進めるとともに、設

置された会議の運営支援を行います。 

  
① 地域福祉コーディネーター及び協議体の設置 

【現 状】 

第 3 次伊賀市地域福祉計画では、地域の中にある生活課題やニーズを把握し、地域

住民が解決方法を自主的に見つけ出す協議の場として 39 の住民自治協議会単位に

「地域福祉ネットワーク会議」を設置することとし、平成 28 年度末では 24 の地区

で設置されました。 

会議の設置及び設置後の運営支援を目的に、地域福祉コーディネーターの配置を伊

賀市社会福祉協議会へ委託し、持続可能な協議体の設置及び運営支援を行っています。 

 

【施策の展開】 

協議体の設置については、地区ごとの特性を踏まえ、対応していく必要があること

から、画一的な手法ではなく、地域ごとの運営形態を住民自治協議会との協働により

見出していく必要があります。 

引き続き、未設置地区への設置を進めるとともに、設置後の各協議体が地域課題の

解決に向けて取り組む事業については、運営支援を伊賀市社会福祉協議会と共に進め

ます。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

地域福祉ネットワ

ーク会議設置数 
18 箇所 24 箇所 30 箇所 36 箇所 39 箇所 39 箇所   



 
41 

  
②介護予防・生活支援サービス事業 

【現状】 

本市では 2016（平成 28）年 10 月から「介護予防・日常生活支援総合事業（新

しい総合事業）」に移行し、要支援者だけでなく基本チェックリストにより把握された

事業対象者に対し、多様なサービスを提供しています。 

【施策の展開】 

ア 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行います。 

従来の予防給付と同等の「現行相当サービス」と、身体介護（利用者の身体に直接

触れる介護サービス）を必要としない「緩和した基準によるサービス（訪問型サービ

スＡ）」を設定しています。また、シルバー人材センターが行う簡易なサービスも設定

しています。今後も、在宅環境に応じた支援を行います。  
イ 通所型サービス 

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場等日常生活上の支援を行います。 

従来の予防給付と同等の「現行相当サービス」と、入浴や機能向上トレーニングを

必要としない「緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ）」を設定しています。

今後も、自立に向けた支援を行います。   
ウ 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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

介護予防ケアマ

ネジメント件数 
－ 2,075 件 5,160 件 5,280 件 5,280 件 5,280 件   
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③ 一般介護予防事業 

【現 状】 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、それまでの一次予防、二次予防の

考え方を改め、生活機能の低下の有無で分け隔てをすることのない、全ての高齢者を

対象とした一般介護予防事業を開始しました。高齢者が一方的に「支えられる側」に

なるのではなく、「支える側」にもなることができるよう、市民主体の介護予防グルー

プの活動を支援しています。 

 

【施策の展開】 

ア 介護予防把握事業 

本人や家族等からの相談、民生・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等、多機関との連携等により収集した情報を活用して、引きこも

り等何らかの支援を要する人を把握し、市民主体の介護予防活動へつなげます。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

把握され介護予

防事業等につな

げた人の数 

－ 254 人 260 人 270 人 270 人 270 人 
イ 介護予防普及啓発事業 

運動器機能の向上等について市民主体の介護予防活動の取り組みが行えるよう、介

護予防教室等を通じて普及啓発に努めます。また、より効果的で、効率的な介護予防

の普及啓発のあり方を検討します。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

介護予防普及啓発

事業への参加者数 
－ 2,063 人 3,200 人 3,300 人 3,400 人 3,500 人 

ウ 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うための情報収集

等に努め、実施を検討します。  
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エ 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・支援等、地域で介護予防が行える環境づくりに努めます。 

介護予防リーダー養成講座を開催し、身近な地域で介護予防に取り組むグループの

育成を図ります。また、介護予防事業を実施するサロンに対して助成を行う等、市民

自らがより積極的に介護予防に取り組むことができるように、継続して支援を行いま

す。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

介護予防グルー

プ及び介護予防

サロンの数 

－ 30 箇所 39 箇所 45 箇所 51 箇所 57 箇所 
オ 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、市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。 

 

④ 配食サービス 

【現 状】 

心身の機能の低下等により調理が困難な一人暮らし等の高齢者を対象に栄養バラン

スのとれた食事を定期的に提供するとともに安否確認を行い、在宅生活の支援を行っ

ています。 

 

【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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

配食数 46,205 食 41,012 食 42,800 食 42,800 食 42,500 食 42,000 食  
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⑤ 在宅支援サービス 

【現 状】 

一人暮らし等の高齢者を対象に軽易な日常生活の支援を行い、在宅での生活の不自

由の解消に努めています。 

 

【施策の展開】 

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、軽易な日常生活の支援

等を実施し、在宅高齢者の生活の質の向上をめざします。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

訪問理美容サービ

ス利用件数 
74 件 52 件 55 件 55 件 55 件 55 件

軽度生活援助サー

ビス事業利用時間 
104 時間 64 時間 88 時間 89 時間 85 時間 80 時間 

⑥ 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。2016（平成 28）年度末における伊賀市の措

置入所者は 98 人です。 

 

【施策の展開】 

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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

養護老人ホーム

入所者数 
104 人 98 人 102 人 100 人 100 人 100 人   



 
45 

  
⑦ 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、一定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、一人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。 

また、介護保険事業所一覧に高齢者の多様な住まいとして掲載し必要な人への情報

提供を行います。   
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（６）住み良いまちづくりの推進 

引き続き、公共施設のバリアフリー化を推進し、福祉の観点から施設の点検・整備を

行うとともに、新たな施設整備については、ユニバーサルデザインの適用に努めます。 

また、住宅改修の効果的な利用を促進するとともに、住宅のバリアフリー化につい

ての相談、情報提供の充実に努めます。さらに、外出支援サービス事業等の周知を図

るとともに、高齢者のニーズに応じた事業の充実と利用促進を図っていきます。  
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。伊賀市総合計画や伊賀市地域福祉計

画等に「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」等が掲

げられていますが、市民全体にユニバーサルデザインの理念が浸透しているとは言え

ず、今後もさらに啓発を進めていく必要があります。  
【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。高齢者をはじめ市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、市民と行政がそれぞ

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。 

市民と団体、行政等が自らの役割を認識し、誰もが住みやすいまちづくりを進める

ため、それぞれの活動や事業がユニバーサルデザインの理念に基づいて実施できるよ

う、行政や社会福祉法人、関連団体への周知・啓発を行います。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

ユニバーサルデ

ザイン研修会開

催回数 

1 回 1 回 1 回 1回 1回 1 回 
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一人暮らし等の高齢者が、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関心が高まりつつあります。
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【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、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、1,625 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】 

高齢者や障がい者、子育て世帯等が安心して暮らせる住宅・住環境の整備に向け、

「伊賀市住生活基本計画」及び「伊賀市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、床の段

差解消等のバリアフリー化等現在の生活様式に適合した住宅の改善・修繕、又、適正

な居住水準を確保するための建替え改善等を計画的に進めていきます。  
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の交通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。 

 

【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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

福祉有償運送事

業補助金額 
10,888 千円 10,464 千円 11,000 千円 11,500 千円 11,500 千円 11,500 千円  
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（７）安全・安心のまちづくりの推進 

緊急・災害時に迅速に対応するため、避難支援が必要な高齢者の把握、避難支援訓練

の検討・実施等地域における支援体制の強化に努めます。防犯体制については、高齢者

を対象とした特殊詐欺等への注意喚起や相談活動等をより一層進めていきます。  
① 要配慮者の支援体制の整備 

【現 状】 

地震等の災害が発生した時、一人暮らし高齢者や障がいのある人等要配慮者の安否確

認や避難支援のため、避難行動要支援者名簿の作成と、地域支援者の確保、住民自治協

議会や自治会等への避難行動要支援者名簿の提供等の取り組みを進めています。  
【施策の展開】 

要配慮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。 

伊賀市災害時要援護者避難支援プランの見直しを行い、災害時に要配慮者が支援を

受けやすい、支援をする側が支援しやすいしくみづくりをします。  
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、一人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・活用等による地

域の安全活動を支援します。また、多様化する特殊詐欺の手口についての理解を深め

るため、より身近で実感できる内容を情報提供に努めます。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

地域安全活動実施回

数（消費者トラブル

対策出前講座） 

4 回 5 回 5 回 5回 5回 5 回  
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③ 緊急通報体制等整備事業 

【現 状】 

一人暮らしの高齢者の安全の確保や不安の解消を図るため、急病等の緊急時にボタ

ンを押すとコールセンターにつながる装置を貸し出します。コールセンターは救急車

の出動要請等緊急時の対応のほか健康相談や月１回のお元気コールも行います。 

 

【施策の展開】 

一人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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

緊急通報装置設

置台数 
252 台 225 台 225 台 230 台 230 台 230 台   
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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）健康づくりと疾病予防の推進 

健康教育、イベント、広報等を通じ、各種健（検）診の目的・重要性等について、さ

らに積極的な周知を図るとともに、特定健康診査・特定保健指導を主とした各種健（検）

診の受診促進に向けた取り組みを推進します。 

合わせて、地域が行う健康づくり事業への講師（市専門職）派遣等の支援を行います。  
（２）介護予防の推進 

高齢期を元気にいきいきと過ごすためには、一人ひとりが健康づくりと介護予防に関

心を持ち、日常生活で実践、また、その人を地域や市が支援するしくみが必要です。 

一般介護予防事業の推進を図るとともに、あらゆる機会を通して、介護予防の知識の

普及に努め、地域ぐるみで介護予防に取り組む意識の醸成を図る必要があります。 

 

① 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等で構成され

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。 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

忍にん体操普及

会による出前講

座実施回数 

44 回 45 回 45 回 45 回 46 回 47 回  
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② 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】 

在宅で寝たきり等により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。

要介護状態等で歯科受診が出来ない場合に、歯科健診受診の機会を提供することで、

早期治療につなげます。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

在宅歯科訪問健

康診査利用者数 
8 人 12 人 12 人 15 人 17 人 20 人   
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（３）就労・ボランティア活動の促進 

シルバー人材センターを拠点として、高齢者の就労機会が広がるように、登録者数

の増加をめざすとともに、シルバー人材センターの周知と利用機会の向上を図ります。 

また、就労場所・職種の拡大に向けたシルバー人材センターとの検討を行います。  
① シルバー人材センターとの連携 

【現 状】 

高齢者が就業を通じ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、公益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、新しい総合

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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

高齢者職業相談

実施回数 
22 回 22 回 22 回 22 回 22 回 22 回 

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。   
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【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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

職業相談員による

巡回相談実施回数 
198 回 204 回 204 回 204 回 204 回 204 回 

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」等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。 

 

【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新しい総合事業における担い手等高

齢者ボランティアの活動を促進していきます。     
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（４）生きがい活動の推進 

高齢者が、健康でいきいきと暮らすことができるよう、遊び、学び、コミュニケー

ション等を通じて生きがいの機会を提供します。また、社会の価値観の多様化や高齢

者ニーズに応じた学習、文化活動、スポーツ等の機会を提供します。  
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、グラウンドゴルフ等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等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等を行ってい

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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

単位老人クラブ数 209 団体 188 団体 174 団体 160 団体 140 団体 130 団体  
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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 

認知症に対する理解が地域全体に広まるよう、あらゆる機会を活用し認知症に関す

る知識の普及啓発の推進及び地域の見守り体制の強化を図ることにより、認知症高齢

者の尊厳が守られ、安心して生活できる地域づくりに取り組みます。  
① 認知症サポーターの養成・活用 

「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温かく見守り応援するボランティアの人をいいます。2017

平成 29）年９月末現在、伊賀市には 5,013 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。子どもの時期から、認知症を正しく理解し、認

知症の人を支える一員となっていただくために、市内の小中学校で認知症ジュニアサ

ポーター養成講座を実施しています。また金融機関や小売業等、認知症の人に対応す

ることの多い職場を対象に、認知症サポーター養成講座を開催しています。 

キャラバン・メイトについては、その知識と経験を活かしていただくために、平成

28 年度より認知症サポーター養成講座の企画と実施等に取り組んでいただいていま

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】 

今後も認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラバン・メイトの養成を進め

るとともに、その活躍の場を広げていきます。また小中学校や職域との連携を進め、

認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の人が安心して生活できる地域づくりを

めざします。 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

認知症サポータ

ー数 
4,079 人 4,744 人 5,100 人 5,300 人 5,500 人 6,000 人  
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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」等を活用し、一般の市民をはじめ民生・児

童委員等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、認知症等の理由により行方不明になるおそれがある高齢者に対して、

『GPS（居場所を知らせる装置）』の設置費用を助成しています。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。引き続き、研修等を実施するほか、他の捜索ツールについても導入を検討します。 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

認知症研修会実

施回数 
1 回 1 回 1 回 1回 1回 1 回 

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、認知症カフェを開設

しています。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・児童委員やケアマネジャー等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】 

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、関係機関と連携し支援してい

きます。利用状況を分析し、事業の方向性を検討します。 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

認知症カフェ実

施箇所数 
－ 2 箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2 箇所  
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（２）家族に対する支援の充実 

認知症の人や家族が住み慣れた地域で住み続けることができるように、相談体制の

充実や本人と家族を支える地域づくり等、本人支援だけでなく、介護負担のかかる家

族に対する支援を重層的に行っていきます。  
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。 

 

【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、事

業を継続します。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

認知症高齢者家

族やすらぎ支援

事業延利用時間 

590 時間 819 時間 820 時間 820 時間 830 時間 840 時間 
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、高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で生活を継続できるよう

支援するサービスです。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等認知症ケアに特化したサービスや小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）、等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、整備を含め本市における展開を検

討していきます。  
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（３）認知症支援体制の構築 

初期の段階で医療と介護との連携のもとに認知症の人や家族に対して個別の訪問を

行い、適切な支援を行う等、認知症を早期発見・診断・対応していくため、認知症初

期集中支援チームの体制の強化や、認知症地域支援推進員との連携を図りながら認知

症の支援体制の構築を図ります。  
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】 

ア 認知症ケアパスの普及  

認知症は、様々な原因疾患により引き起こされるため、支援の方法も個人の状態に

応じたものとなります。  

認知症高齢者とその家族ができる限り住み慣れた自宅で生活を続けることができる

よう、認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのような医療や介

護サービスを受ければよいか情報提供する、「認知症ケアパス」の普及に努めます。  
イ 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。  
ウ 認知症初期集中支援チームによる支援 

2015（平成 27）年 10 月に、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ました。認知症が疑われる人や認知

症の人とその家族を訪問し、アセスメント、家族支援等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ています。   



 
59 

  
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 

介護を必要とする人ができる限り住み慣れた地域で自立した生活を送ることができ

るよう、居宅サービス、地域密着型サービスの提供体制の充実に努めます。  
① 訪問介護 

ホームヘルパー等が居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の

支援を行います。  
② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

居宅を訪問して、浴槽を提供して入浴の介護を行います。  
③ 訪問看護・介護予防訪問看護 

看護師等が居宅を訪問して、療養上の支援を行います。  
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 

心身の機能の維持や回復のために、理学療法士や作業療法士が居宅を訪問して、理

学療法や作業療法、その他の必要なリハビリテーションを行います。  
⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して、療養上の健康管理や保健指導を行い

ます。  
⑥ 通所介護 

デイサービスセンター等で、入浴、食事の介助等の日常生活上の世話、機能訓練を

行います。   



 
60 

  
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、病院等で、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助

けるための理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行います。 

 

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、短期入所施設等に短期間入所させ、入浴、排せつ、食事等の

介助、その他の日常生活上の支援、機能訓練を行います。  
⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設等へ短期間入所させ、看護、医学的管理下

における介護、機能訓練等の必要な医療、日常の生活上の支援を行います。  
⑩ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

車椅子や特殊寝台等の機能訓練や日常生活の自立を助ける用具の貸与を行います。  
⑪ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

福祉用具のうち、衛生管理面等から貸与になじまない特定福祉用具の購入費用に対

して一定の給付を行います。  
⑫ 住宅改修・介護予防住宅改修 

手すりの取りつけや段差解消等特定の住宅改修を行った費用に対して、一定の給付

を行います。  
⑬ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護【地域密着型サービス】 

日中夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を密接に連携しながら「定期巡回」「随時対

応」「随時訪問」の 3 つのサービスを一体的に行います。 

 

⑭ 夜間対応型訪問介護【地域密着型サービス】 

夜間、定期的な巡回訪問や随時通報を受け、ホームヘルパーが要介護認定者宅を訪

問し、入浴、排せつ、介護等を行います。   



 
61 

  
⑮ 地域密着型通所介護【地域密着型サービス】 

18 名以下の小規模なデイサービスセンター等で、入浴、食事の介助等の日常生活

上の世話、機能訓練を行います。  
⑯ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護【地域密着型サービス】 

認知症の状態のある人に対して、デイサービスセンター等で、入浴、食事の介助等

の日常生活上の世話、機能訓練を行います。  
⑰ 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 

【地域密着型サービス】 

「通い」を中心に、利用者の選択に応じて「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、多

様なサービスを行います。  
⑱ 看護小規模多機能型居宅介護【地域密着型サービス】 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一体的な介護や医療・看護を

受けるサービスです。  
⑲ 居宅介護支援・介護予防支援 

介護支援専門員(ケアマネジャー)が、生活環境、本人や家族の希望を勘案して介護

サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、居宅サービス等の提供が確保される

よう事業者との連絡調整を行います。全額が給付され、利用者の負担はありません。    
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（２）施設・居住系サービスの充実 

施設・居住系サービスへの入所希望を踏まえた、計画的な整備を進めます。  
① 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 

有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅で特

定施設入居者生活介護の指定を受けた場合、入所する要介護者等に、介護サービス計

画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、

療養上の支援を行います。  
② 地域密着型特定施設入居者生活介護【地域密着型サービス】 

入居定員が 29 名以下の小規模な特定施設入居者生活介護サービスです。  
③ 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 

【地域密着型サービス】 

認知症の状態にある人に対して、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事等の

介護やその他の日常生活上の支援及び機能訓練を行います。  
④ 介護老人福祉施設 

老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームのことです。施設サービス計画

に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等の支援を行う施設です。  
⑤ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【地域密着型サービス】 

入居定員が 29 名以下の小規模な特別養護老人ホームです。  
⑥ 介護老人保健施設 

病院での治療が終わった人に、看護や医学的管理下での介護及び機能訓練、その他

必要な医療を行い、在宅復帰をめざす施設です。   
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⑦ 介護療養型医療施設・介護医療院 

病状が安定期にある長期療養を必要とする人に、療養上の管理、看護、医学的管理

下での介護、リハビリテーション等を行う施設です。 

廃止についての経過措置期間は延長され、2023（平成３５）年度末までに介護医

療院等への転換を推進することとされています。 

慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な要介護者の

受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備え

た新たな介護保険施設として創設されるものです。   
（３）市町村特別給付の実施 

市町村特別給付は、介護保険制度の中で市町村が実情に合わせて独自にサービスを

定めることができるものです。財源は 65 歳以上の第１号被保険者の保険料となりま

す。 

本市では、紙おむつ等介護用品の給付を市町村特別給付として行っています。第７

期においても、在宅介護を推進するために継続して実施します。  
① 市町村特別給付 

要介護認定を受け在宅で暮らす人に対して、紙おむつ等の購入にかかる費用につい

て一定の給付をします。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

市町村特別給付費 19,700 千円 20,051 千円 20,400 千円 22,940 千円 23,100 千円 23,200 千円  
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（４）介護保険事業費・保険料の推計  

① 介護給付費・予防給付費 

介護サービス・介護予防サービス利用者の一部負担を除いた介護給付費・予防給付

費の見込みは、以下のとおりです。            
② 標準給付費見込額 

介護サービス総給付費のほか、特定入所者介護サービス費給付額、高額介護サービ

ス費給付額、高額医療合算介護サービス費給付額、算定対象審査支払手数料を加えた、

平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度、平成 37（2025）年度までの

標準給付費見込み額を以下のように算定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

作成中 

作成中 
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③ 地域支援事業費 

地域支援事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業」と「包括的支援事業・任意事

業」の 2 つの事業で構成され、介護保険料等の財源を用いて事業を行うこととなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 第一号被保険者の保険料 

               

作成中 

作成中 
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（５）利用者本位のサービス提供の推進 

サービスが必要な人に供給されるよう、要介護認定の適正化やケアプランチェック

機能の充実に取り組みます。また、今後、要介護認定者等の増加等による介護保険料

の上昇も考えられるため、引き続き、介護給付の適正化に努めます。さらに、介護保

険制度のより一層わかりやすい情報の周知に努めます。  
① 介護相談員派遣事業 

市内の施設・居住系サービスの質の維持向上を図るため、介護相談員派遣事業実施

しています。また、相談員の資質向上を図るため、研修の充実をはじめ各種支援を行

っています。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

介護相談員派遣

件数 
415 件 392 件 600 件 630 件 630 件 650 件 

② 低所得者対策 

低所得者が安心して介護保険サービスを利用できるよう、社会福祉法人が行う減免

事業への助成を実施します。また、制度の普及を図るため積極的な情報提供に努め、

未実施の社会福祉法人には実施を働きかけます。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

社会福祉法人等利

用者負担軽減補助

金対象法人数 

3 法人 2 法人 2法人 4法人 4法人 4 法人 
③ 給付適正化事業 

介護保険制度の信頼性を高めるため、また、介護給付費や介護保険料の増大を抑制

することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資するため、介護給付の適正化

を図ります。   
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《実施する主な給付適正化事業》 

ア 要介護認定の適正化 

要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容について訪問又は書

面等の審査を通じて点検する事業 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

要介護認定の適

正化研修回数 
13 回 13 回 13 回 13 回 13 回 13 回 

イ ケアプランの点検 

介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記

載内容について、事業者に資料提出を求め又は訪問調査を行い、点検及び支援を

行う事業 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

ケアプランの点

検事業所数 
7 事業所 8 事業所 8事業所 8事業所 8事業所 8 事業所 

ウ 住宅改修等の点検 

ａ 住宅改修の点検 

改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事見積書の点検、竣工時の

訪問調査等を行って施行状況を点検する事業 

ｂ 福祉用具購入・貸与調査 

福祉用具利用者等に対し訪問調査等を行って、福祉用具の必要性や利用状況等

について点検する事業 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

住宅改修の点検

件数 
2 件 2 件 2 件 2件 2件 2 件

福祉用具購入・

貸与調査件数 
2 件 2 件 2 件 2件 2件 2 件  
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エ 縦覧点検・医療情報との突合 

三重県国民健康保険団体連合会へ全件委託しています。 

ａ 縦覧点検 

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細書内容）を確

認し、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う事業 

ｂ 医療情報との突合 

医療担当部署との更なる連携体制の構築を図りつつ、受給者の後期高齢者医

療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供

されたサービスの整合性の点検を行う事業 

  
オ 介護給付費通知 

受給者（家族を含む）に対して、事業者からの介護報酬の請求や費用の給付状

況等について通知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービスの利

用と提供を普及啓発する事業 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

年間介護給付費

通知回数 
年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回   
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④ 介護支援専門員（ケアマネジャー）の支援 

介護支援専門員の職能団体等と連携しながら、地域包括支援センターの主任介護支

援専門員が介護支援専門員への支援を実施していきます。介護支援専門員の資質の向

上のために、年に 3 回以上の研修会を開催し、情報交換の機会を提供することで、よ

り質の高いケアマネジメントをめざします。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

地域包括支援センタ

ーに配置された主任

介護支援専門員が支

援した延回数 

216 回 144 回 160 回 170 回 170 回 170 回 
⑤ 介護従事者・事業所の資質向上 

サービス提供を担う介護従事者や事業所の連携の場とするため定期的に研修を実施

しています。また個別の相談に対し助言・指導を行っています。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

介護従事者・事

業所に対する研

修等開催回数 

3 回 2 回 1 回 1回 1回 2 回   
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（６）介護者支援の充実 

高齢者等を介護している家族に対して家族介護教室や家族介護者交流事業等を実施

し、家族介護者への更なる支援の充実を図ります。  
① 家族介護教室 

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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

家族介護教室事

業参加者数 
329 人 260 人 200 人 200 人 200 人 200 人 

② 家族介護者交流事業 

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。 

 

区 分 

実績 見込み 

2015(平成27） 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度（実績見込値）

2018（平成30）

年度 

2019（平成31） 

年度 

2020（平成32）

年度 

家族介護者交流

事業参加者数 
26 人 36 人 40 人 40 人 40 人 40 人 

（７）介護人材の確保と資質の向上 
質・量ともに高まる高齢者のニーズに応えるため、事業所が行う介護人材育成や定

着に向けた取組の支援が求められています。介護従事者の資質向上や介護従事者の人

材の確保のため、国や県で開催される研修会について市広報やホームページを通じて

情報提供をしていきます。介護事業所や医療・介護関係団体等の連携・協力体制の構

築、ボランティア活動の振興や普及啓発活動等の実施を検討し、これらを通じて地域

の特色を踏まえた人材の確保と資質の向上に取り組んでいきます。   


