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第４章 施策の展開 

基本目標１ 「扶桑」で永く暮らし続けるために 

（１）地域包括ケアシステムの推進 
2017（平成29）年の法改正では、地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険

制度の持続可能性の確保のため、介護保険制度の見直しが行われ、本町においても保険

者機能の強化等による自立支援・重度化防止、医療及び介護の連携、地域共生社会の実

現等の取組みを推進してきました。 

今後、少子高齢化が一層進む中で、2025（令和7）年、更にその先の2040（令和22）

年を見据え、高齢者をはじめ支援を必要としている方が、住み慣れた地域で暮らし続け

られるよう、介護保険等の公的なサービスと住民主体の活動等によるインフォーマルな

サービスにより、医療、介護、介護予防、住居、生活支援等が包括的に確保される地域

包括ケアシステムの充実を目指します。 

また、その構築・推進のため庁内の企画、防災、教育、子育て支援、就労、交通、都市

整備等各分野を担当する関連部局と連携し、一丸となって取組みを推進します。 

■ 地域包括ケアシステムの姿 
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① 地域包括支援センターの機能強化 

【現状・課題】  

地域包括支援センターは、介護保険法において「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

に支援することを目的とする施設」と定義されており、地域包括ケアシステムを実現するため

の拠点です。 

第７期計画期間中は、地域全体の情報を集積し、高齢者一人ひとりに適切なサービスが提

供できるよう、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に努めました。 

地域包括支援センターを、本町における地域包括ケアシステムの中心に位置づけ､町と協

力し、関係団体の連携を強化する必要があります。また、介護予防、高齢者虐待の防止、認

知症対策等、専門的な業務に的確に対応していくため、職員の資質向上を図る必要がありま

す。また、地域の福祉資源やネットワークの活用により、地域住民へ地域包括支援センターの

周知を図りながら、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

制を整える必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

地域の共通の課題と社会資源を検討し、支援ネットワークを広げていきます。 

地域包括支援センター職員の対応力の強化を継続的に図り、地域包括ケア体制が地域で

完結できる体制づくりを推進します。 

■ 地域包括支援センターの機能強化 
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② 地域ケア会議の充実 

【現状・課題】  

地域ケア会議が、個別事例の検討に留まらず、地域包括ケアシステム充実に向けた地域

課題を検討する場として機能するよう、保健、医療、福祉、介護、リハビリテーション等に関わ

る専門の多職種連携を強化するとともに、地域づくりや地域資源の開発、政策形成の場となる

よう地域の関係者との連携に重点を置いています。 

会議で挙がった地域課題として、ゴミ屋敷問題、障がいのある子どもとの同居、生活困窮等

があります。これらの問題を未然に防ぐために、早期に問題の把握と解決を行う必要があり、

福祉関係部局や地域包括支援センターとの連携や情報共有が重要となります。 

 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 地域ケア会議数（回） 2 14 39 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き多職種との連携を深め、個別事例の検討を積み重ねることにより、介護を必要と

する状態から改善した方に対応するための通いの場づくりや、在宅で暮らす高齢者を支援す

るために不足するサービス等、行政課題を抽出できるよう取組みます。 

■ 地域ケア会議の充実 
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③ あんしん（見守り）ネットワークの充実 

【現状・課題】  

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

についての基本的な理解が浸透し、困りごとを抱えた高齢者の発見・連絡・支援がスムーズに

行われ、すべての住民にとって安心して生活できる地域づくりを目指します。将来的には、高

齢者に限らずあらゆる支援が必要な方を見守るネットワークを目指します。 

〔あんしん（見守り）ネットワークの機能〕 

・見守り－問題の発見－緊急時の通報 

・情報提供－サービスの利用促進 

・ニーズの把握 

・孤独感の解消 

令和元年７月より、扶桑町見守りシール交付事業が開始し、認知症の方等への支援がより

充実しました。また、徘徊時には、あんしんネットワークに情報提供する等、早期発見・保護に

努めています。 

【第８期における施策の展開】  

一人でも多く、認知症等の理解を深め、一人暮らしの方等が孤立せず、安心して暮らせるよ

うに見守りを促進します。地域全体で支援を必要な方を日常的に見守る多重的見守り体制の

構築を推進します。 
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④ 地域共生社会の考え方の普及 

【現状・課題】  

高齢化の進展により、社会保障制度の将来的な持続が困難になってきています。自助や

互助の重要性、地域の課題に対し当事者として向き合うことの必要性を、多くの住民に理解し

てもらうために、「地域共生」という考え方を、様々な機会を利用して周知を図っています。 

介護保険等の公的なサービスの維持に努めつつ、生活支援体制整備事業を立ち上げ、地

区での協議体づくりを支援することで、住民主体の活動を支援しています。 

【第８期における施策の展開】  

新型コロナウイルス感染症対策のため、地区での集会等、人が集まることに支障がある状

況の中、地域共生社会の考え方の普及を通じ、地域包括ケアシステムの充実を目指します。 
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（２）在宅医療と介護の連携体制の構築 
地域包括ケアシステムが有効に機能し、誰もが住み慣れた地域で最期まで暮らせるよ

う、疾病等の予防と治療を図る＜在宅医療＞と、日常の生活動作を助ける＜介護＞に関

わる機関の連携体制の強化を図ります。 

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

す。 

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

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

関係者の連携体制や対応を検討していきます。 

■ 在宅医療・介護連携の推進 
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① 在宅医療・介護連携の推進 

【現状・課題】  

在宅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、町と尾北医師会等と

の連携を強化し、本町において必要となる在宅医療・介護連携のための体制を充実させるこ

とを目的とし、第７期計画期間中では、医療・関係者間の情報連携促進のため、ＩＣＴシステム

「びーよんネット」を導入し、関係多職種が患者情報をスムーズに共有するためのシステムを

構築しています。 

ＩＣＴシステムは多職種間の顔の見える関係づくりを補完するものであるため、今後も多職種

交流会を継続していく必要があります。 

登録事業所数は令和２年３月末で 208 事業所です（町外も含む）。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き地域の医療・介護関係者間の情報共有システムを活用し、在宅の療養者に対す

る在宅医療と介護の一体的な提供を図ります。 

また、ＩＣＴシステムの登録事業者が増加することで医療・介護従事者の業務負担が軽減さ

れるため、登録事業所数の増加を目指します。 

 
② 在宅における医療的ケアの促進 

【現状・課題】  

重度の要介護者本人の生活の質の向上と、家族介護者の負担を軽減するため、訪問看

護や機能回復を目指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ます。また、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等、施設機能

を地域で展開するタイプのサービスの展開について需要動向を考慮しながら導入を研究して

います。 

第７期計画期間中は、医療ニーズの高い高齢者や末期がん患者等の在宅療養は、かかり

つけ医、訪問看護師、ケアマネジャー等多職種がチームで支援する必要があるため、在宅医

療導入研修会及びケアマネジャーとかかりつけ医の情報交換の機会を設け、利用の促進に

努めました。 

また、住民の「住み慣れた自宅で暮らし続けたい」という意向を実現するために、ふそう町民

まつりや出前講座において、在宅医療・介護の普及啓発を行い、仮に介護が必要になっても

自宅で暮らせる体制について周知を行いました。 

【第８期における施策の展開】  

一人暮らしで身寄りのない方や高齢者夫婦等、家族の介護を受けられない世帯は増加傾

向にあり、夜間や年末年始等においても介護サービスのニーズが高まることが予測されます。

住民が住み慣れた地域で暮らし続けることを支えるために、サービスの充実を図ります。 
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（３）生活支援の充実 
一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等の増加により、たとえ介護が必要でなくても、

日常生活を送るうえで不自由を感じている方の増加が見込まれるため、地域において笑

顔で自立した生活を送れるよう、生活支援に係るサービスの充実を図ります。 

 
① 在宅高齢者短期保護事業（一般会計老人福祉関係事業） 

【現状・課題】  

要保護者の介護をしている家族が疾病等の一時的な理由で家族介護ができない場合や

虐待等における高齢者自身の保護のため、日常生活に支障があるおおむね６５歳以上で、一

時的な保護が必要と認められる方を対象に、原則として７日以内を限度として短期間保護し

ています。 

一時的に在宅で生活することが困難な方に対して現況を把握し、施設入所の手続きを迅

速に行うことができましたが、相談があった際に施設の空き状況を素早く確認できるよう関係

機関との連携を更に深める必要があります。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 延べ利用者数（人） 0 2 0 

 

【第８期における施策の展開】  

高齢者世帯の実態について事前に把握し、関係機関との連携を更に深めることで、利用し

やすい体制を整えます。 

 
② 配食サービス事業（一般会計老人福祉関係事業） 

【現状・課題】  

一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の方の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、配食サービスを実施しています。 

配食サービスを実施することで、多くの対象者の見守りと栄養状態の改善を図っていきま

す。また、令和元年度にはカロリー制限などを考慮したサービスの拡充によって、より利用者の

ニーズに合ったサービスの提供を実施しています。 

年々配食数が増加していることから、今後もサービス対象者の増加が予想されます。当サ

ービスの主旨に沿った、必要な方へのサービスが維持されるよう負担金を含めて検討が必要

となります。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 配食サービス数（食） 13,321 13,043 18,058 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き事業を継続していきます。その際、利用者のニーズやサービス利用の背景を考慮

しながら、介護予防・生活支援サービス事業への編入を研究します。 
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③ 寝具洗濯乾燥サービス事業（一般会計老人福祉関係事業） 

【現状・課題】  

おおむね 65 歳以上の一人暮らし又はねたきりの方並びにおおむね 70 歳以上の高齢者の

みの世帯を対象に、寝具等の衛生管理のために、月１回を限度として寝具洗濯乾燥サービス

を実施しています。 

利用者は年々減少していますが、高齢者の寝具を清潔に保ち快適な睡眠を提供すること

は、健康維持の観点から重要です。寝具を干すことが困難な方を対象に事業を継続して実施

する必要があります。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 延べ利用者数（人） 182 176 142 

 

【第８期における施策の展開】  

当サービスの主旨に沿った、必要な方へサービスが提供されるようサービスの周知を図る

必要があります。 

 
④ 訪問理容サービス事業（一般会計老人福祉関係事業） 

【現状・課題】  

外出が困難な要介護者の保健衛生の向上と生きがいの推進を図り、生活の質を高めるた

め、訪問理容サービス事業を実施しています。 

延べ利用者数は年々増加傾向にあります。理容室へ出向くことが困難な常時臥床の状態

にある方の調髪、顔そりをすることで、利用者の保健衛生の向上を図っています。また、ねた

きりであっても理容師の調髪によって身なりを整えることで、社会との交流に対して意欲をもて

るようになり、生活の質の向上につながりました。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 延べ利用者数（人） 6 7 15 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き事業を実施します。また、より生活支援を充実させるために美容組合の参入を検

討します。 
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⑤ 日常生活用具給付事業（一般会計老人福祉関係事業） 

【現状・課題】  

身体上、又は精神上の障がいがあるため日常生活を送るのに支障がある方を対象に、電

磁調理器を給付しています。 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。対象となる日常生活用具の種目は電

磁調理器、火災警報器、自動消火器、老人用電話であり、現状としては必要とする方が少な

いと考えられます。 

その一方で、配食サービス事業や緊急通報システム設置運営事業等、他の制度によって

も生活支援を充足できることから、廃止も含め検討していく必要があります。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 延べ利用者数（人） 0 0 0 

 

【第８期における施策の展開】  

今後、増加が予測される一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の日常生活を容易にする

とともに、安全な生活を確保するために、他の制度との利用状況等を勘案しながら、事業の必

要性を検討します。 
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（４）地域福祉活動の推進 
地域社会全体で高齢者を見守り支える体制を構築するため、介護、医療、福祉等の公

的なサービスに加え、地域住民、ボランティア等が提供する住民主体のサービスが充実

するよう、社会福祉協議会等と連携して地域福祉活動を推進します。 

また、社会参加意欲の強い団塊の世代が高齢化していくことから、ボランティア活動

や就労的活動等、高齢者の社会参加を通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として

活躍することも期待されています。 

 
① ボランティア・ＮＰＯ活動の推進 

【現状・課題】  

一人暮らし高齢者の食事サービスをはじめとする高齢者支援、特別養護老人ホーム等へ

の慰問等、地域の高齢者を支える活動の多くをボランティアが担っています。 

第７期計画期間中は、高齢者とその家族の生活を支援する活動が広がるよう、社会福祉

協議会等が行うボランティア育成の関連事業に協力しています。また、住民本位のサービス

提供主体としてＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の育成を図っています。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 
ボランティア団体連絡協議会加

盟団体数（団体） 
33 33 33 

 登録者数（人） 575 564 541 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続きボランティアやＮＰＯ法人がその特性を生かした活動を通じて地域社会全体で高

齢者を見守り支える体制の構築に努めます。 

 
② 地域福祉活動に関する「見える化」の推進 

【現状・課題】  

住民が主体となって地域福祉活動に取組むきっかけとなるよう、各自治会や社会福祉協

議会、ボランティア・ＮＰＯ法人等の福祉に関する先駆的な取組みや積極的な活動事例を広

報、ホームページ等を通じて紹介することにより「見える化」をすすめています。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き地域福祉活動がより活発になるよう生活支援体制整備事業を社会福祉協議会に

委託し、社協だよりや社協ＨＰを通じ「見える化」に努めます。 
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③ 福祉教育の充実 

【現状・課題】  

総合的な学習の時間の中で、ボランティア活動等の参加・体験型学習を積極的に採り入

れ、高齢者や障がいのある方との交流の機会を設ける等、福祉についての学習活動に取組ん

でいます。また、生涯学習、各種講座等の社会教育の場においては、高齢者や障がいのある

方の福祉に関する講座等を設け、住民の理解促進に努めています。更に、地域においては、

様々な活動を通して福祉についての理解を深め、住民の積極的な地域福祉への参画が得ら

れるよう、情報の提供を行っています。 

第７期計画期間中は、小学生や中学生が福祉用具を装着する体験型学習の機会を設

け、県社会福祉協議会で開催する福祉・介護サービス事業所等の「職場体験」を周知し、住

民の理解促進を図りました。更に窓口等にて情報提供を行い、住民の積極的な地域福祉へ

の参画が得られるよう努めました。 

【第８期における施策の展開】  

引き続きあらゆる世代の方が福祉について関心を持ち、高齢者や障がいのある方との交流

の機会や学習機会を持てるよう取組みます。また住民に福祉に関する情報提供を行い、地

域福祉への理解促進に努めます。 

 
④ 社会福祉協議会との連携 

【現状・課題】  

高齢者や障がいのある方等支援を必要とする方が地域で安心して暮らすためには、福祉

関係者、ボランティア団体、地域住民の協働による施策の展開が求められます。社会福祉協

議会を地域福祉の推進役と明確に位置づけ、その事業や活動について、積極的な支援を行

っています。 

高齢者等の生活支援上のニーズと地域での活動とのマッチングを行う生活支援体制整備

事業を社会福祉協議会へ委託し、地域福祉の推進役として支援しています。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き地域福祉の推進役として社会福祉協議会への支援と協働に取組みます。 
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（５）相談体制の充実 
高齢者の地域での生活を支えるのに必要なサービスを提供していくためには、個々の

施策を包括的に検討し、実施する機関が身近にあることが重要です。 

介護保険サービスや高齢者支援の各種サービスに関する情報提供等の初期相談や、継

続的相談・支援を行うほか、地域における様々な関係者とのネットワークを通じた高齢

者の実態把握等、住民の立場に立ったきめ細かな対応に努めます。 

 
① 相談窓口の充実 

【現状・課題】  

地域包括支援センター及び介護健康課の窓口において、高齢者が地域で安心して過ごす

ことができるよう、心身の健康と保持及び生活の安定のための高齢者に関する住民からの相

談に応じています。 

また、介護保険をはじめ高齢者福祉サービスの利用には、申請等の手続きが伴います。相

談の内容が、適切なサービス利用につながり、手続きがスムーズに行われるよう、地域包括

支援センター及び介護健康課の連携を密にするとともに、研修会や勉強会等により、職員の

能力向上を図っています。 

更に、これまで高齢者を中心に検討してきた地域包括ケアシステムについて、障がいのある

方等も対象に含め、それぞれの制度を横断的に捉え、個人ではなく家族単位で包括的に問

題・課題を解決していく方策を、福祉児童課と連携して研究しています。 

今後は「地域包括ケアシステム」を更に深化・推進し、高齢者の自立支援と要介護状態の

重度化防止、地域共生社会の実現を視野に入れていく必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

地域共生社会の実現を視野に入れながら、地域包括支援センターを中心に、関係行政機

関とも密に連携し、切れ目のない継続的な支援を行います。 

 
② 民生委員・児童委員への活動支援 

【現状・課題】  

民生委員・児童委員は、住民の身近な相談相手として、また、具体的な援助者として様々な

活動を展開しており、地域において福祉を推進するにあたっての中心的な役割を担っています。 

第７期計画期間中では、一人暮らしや高齢世帯の方を中心に訪問活動を継続的に行いま

した。また、関係機関との連携を図るとともに、積極的に住民とコミュニケーションを図り、住民

の相談事に対応することができました。 

今後も住民の立場に立った地域福祉の要として、多岐にわたる活動全般を支援していくとともに、

民生委員・児童委員を含めた様々な主体と連携をとり、負担の軽減を図る必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

住民の抱える課題の複雑化・多様化に伴う業務の困難化等による、民生委員の負担が増

加傾向にあります。地域の実情に通じた方々との協力や関係行政機関との連携をより密にし、

包括的な支援体制の構築を目指します。 
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③ 情報提供の充実 

【現状・課題】  

広報誌やホームページを通じて最新の情報にアクセスできる環境を整えています。掲載内

容の定期的な見直しを図ることで、常に最新で、利便性の高い情報が掲載されているよう努

めています。 

第７期計画期間中は出前講座等を通じて、福祉に関して住民の理解促進を図りました。今

後は、高齢者が理解しやすいよう、職員による出前講座を実施する等、人を介した情報提供・

広報の方策を検討していく必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

今後も、日々情報の更新を図ることで、利便性の高い情報にアクセスできる環境整備に努

めます。 

（６）高齢者の居住安定に係る施策と連携 
地域包括ケアシステムの推進の前提として住環境の整備があります。高齢者とその家

族の多様なニーズに合った住まいが提供され、かつ、その中で生活支援サービスを利用

しながら個人の尊厳が確保された生活が実現されることが、保健、医療、介護等のサービ

ス提供の前提となります。 

このため、持ち家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安否の確認、一

時的な家事援助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバーハウジング・プロジェク

トや加齢対応構造等を備えた公営住宅、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その他の

高齢者に対する賃貸住宅や老人ホームに関する供給目標等、必要に応じて県と連携を図

りながら定めていきます。 

 
① 高齢者に配慮した住宅 

【現状・課題】  

高齢者が安心して老後を生活するために、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住

宅等に関する情報提供を行うとともに、関係機関と連携して質の確保に努めています。 

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のある高齢者が、

安心して地域で暮らし続けられるよう、有料老人ホーム等の需要と設置状況について把握し

ていく必要があります。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 有料老人ホーム設置数（箇所） 3 3 3 

 
サービス付き高齢者住宅 

設置数（箇所） 
0 0 0 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き、情報提供のできる体制を整えるとともに、ニーズや設置状況の把握に努めます。 
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② 養護老人ホーム 

【現状・課題】  

町内にはなく、近隣市の施設を利用しています。入所者の日常生活の状況の把握に努め、

自立した生活のために必要な指導、支援等を行っていきます。 

【第８期における施策の展開】  

今後も、入所者の状況把握に努め、自立した生活のために必要な指導、支援等を行ってい

きます。 

 
③ 住宅改善費等助成事業（一般会計老人福祉関係事業） 

【現状・課題】  

要介護認定・要支援認定申請の結果「非該当」と判定され、運動器機能低下のある方で、

町民税が 16 万円以下の方を対象として、床段差の解消、手すりの取付け等の住宅改善助

成事業を実施しています。助成は同一対象者１回限りとし 18 万円までとしています。 

第７期計画期間中の利用実績はわずかですが、運動器の機能が低下した方が、要介護に

なることなく住み慣れた自宅で自立生活を続けられるよう、事業を継続する必要があります。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 延べ利用者数（件） 4 0 0 

 

【第８期における施策の展開】  

運動器の機能が低下した方が、要介護になることなく住み慣れた自宅で自立生活を続けら

れるよう、事業を継続して実施します。 
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（７）高齢者の安全確保の推進 
高齢者が安心して暮らせる地域を実現するため、防災・防犯知識の普及を図るととも

に、地域住民をはじめ、関係団体、福祉関係者、ボランティア等の連携による支援体制を

確立します。 

特に、近年の災害の発生状況を踏まえ、日頃から介護施設や事業所で策定している災

害に関する具体的計画を定期的に確認するとともに、災害の種類別に避難に要する時間

や避難経路等の確認や、本町、関係団体、県が連携した災害・感染症発生時の支援・応援

体制の構築を図ります。 

また、2020（令和2）年2月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、介護

施設や事業所が感染症発生時でもサービスを継続できる対応準備を定期的に確認すると

ともに、介護職員や関係者が感染症に対する理解や知見を有した上で業務に対応ができ

るよう、感染症に対する研修等の開催を検討します。 

 
① 避難行動要支援者対策の推進 

【現状・課題】  

高齢者や障がいのある方等避難行動要支援者の実態把握を行い、消防、警察、民生委

員、社会福祉協議会、自主防災組織等避難支援等関係者の連携により、災害時に迅速か

つ的確な救援活動ができるような体制の整備に努めています。また、避難行動要支援者本

人へ、平常時から名簿情報を広く避難支援等関係者に提供することについて説明し、意思確

認を行っています。 

災害発生時に公的支援活動には限界があることから、第７期計画期間中では要配慮者に

対する支援活動が地域の協力により実施できるよう、防災関係機関はもとより地域支援者や

自主防災会、地域自治会等の関係支援団体と連携し、自主避難が困難な方の安否確認等

地域が主体となった災害時の避難支援体制の整備に努めています。 

一方、地域の方と交流がなく、地域支援者としてお願いをする方がいないという要支援者が

増加しています。避難行動要支援者の存在について、地域住民に対して意識啓発していくこ

とが必要です。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き関連支援団体と連携し、地域主体の避難支援体制の整備に努めるとともに、避難

行動要支援者の存在について、地域住民に対して意識啓発を図ります。 
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② 防犯体制の整備 

【現状・課題】  

オレオレ詐欺や医療費・年金の還付をかたった特殊詐欺等の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。 

そのため、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・活用等により

地域の防犯活動を支援しています。 

第７期計画期間中は、夏の一斉合同パトロール・年末警戒一斉合同パトロール、防犯パトロ

ール隊情報交換会を実施しました。また、特殊詐欺防止のための情報伝達ツールとして、「○

（まる）っとあいち・絆プロジェクト」について、犬山警察署からの紹介により活用を促進しました。 

更に、地域の老人クラブ等に対して、犬山警察署と連携し、特殊詐欺や住宅侵入等につい

て出前講座を実施しました。 

一方、ひまわりあんしんメールにて、特殊詐欺等の犯罪情報をお知らせしていますが、高齢者

の中にはメールを利用できない方がいることから、情報が届きづらい点が課題となっています。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 防犯出前講座の回数（回） 4 5 5 

 

【第８期における施策の展開】  

「○（まる）っとあいち・絆プロジェクト」は、代表の受信者がメールで情報を受け取った後に、

団体の方へ声かけや掲示板等を利用し情報を伝える仕組みとなっているため、このような、地

域の力を借りながら今後も防犯体制の整備をすすめます。 

 
③ 消費者被害の防止 

【現状・課題】  

消費者を取り巻く環境の変化に伴い、消費者犯罪の手口も巧妙化、複雑化しています。特

に高齢者を狙った悪徳商法等の消費者被害が後を絶ちません。 

そのため、日頃から安全・安心に対する意識を身に付けられるよう、地域での声かけ運動等

をとおして消費者被害の周知に努めています。また、悪徳商法から高齢者を守るため情報提

供に努めています。 

第７期計画期間中は、消費生活相談窓口の案内及び消費生活相談事例のチラシを年２

回作成し、全戸配布しました。また消費生活講座では、架空請求や振り込め詐欺を題材に

「金融トラブルにあわないために」啓発を行いました。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 消費生活講座参加数（人） 41 63 39 

 

【第８期における施策の展開】  

講座への参加を促進し、講座等を通して、巧妙化・複雑化する犯罪手口を周知、注意喚

起するとともに、消費生活相談窓口の認知度を高めるための取組みを検討します。 
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④ 高齢者の交通安全対策の推進 

【現状・課題】  

高齢者の交通安全の確保及び意識の向上を図るため、高齢者向けの交通安全教育、交

通指導等について、関係機関と連携しながら推進しています。 

地域の老人クラブ等に対して犬山警察署と連携し、自転車の運転等の交通事故対策につ

いて出前講座を実施しました。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 交通出前講座の回数（回） 6 7 4 

 

【第８期における施策の展開】  

例年、地域の老人クラブ等から、出前講座の依頼があることから、地域に浸透してきている

と思われます。課題としては、例年、出前講座を希望する団体が決まってきているので、改め

て周知し活用を推進します。 

また、シルバー人材センターにて会員向けの出前講座も行っていることから、今後もこのよう

な関係機関・団体等と協力し、高齢者の交通安全対策の促進に努めます。 

 
⑤ 緊急通報システム設置事業（一般会計老人福祉関係事業） 

【現状・課題】  

一人暮らし高齢者の急病・火災等の緊急時に迅速に対処するため、事業を実施しています。 

虚弱な独居又は高齢世帯の方に対し緊急通報装置を貸与することによって、日常生活の

安全確保を図るとともに、自宅で安心して暮らし続けるための精神的な支えとなることができました。 

今後も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いるため、日常生活

の安全確保と不安解消のため設置を促進していく必要があります。 
 

 
区 分 

実 績 

 2017 年度 
（平成 29 年度） 

2018 年度 
（平成 30 年度） 

2019 年度 
（令和元年度） 

 年度末設置件数（件） 99 99 103 

 

【第８期における施策の展開】  

現在は、緊急電話機とペンダント型装置のほか火災警報器とガス漏れ警報器を設置しています

が、火災警報器とガス漏れ警報器の設置から、24時間感知しなかった場合に自動的に通報する人

感センサーの設置に変更する近隣市町村があります。本町でも変更の必要性について検討します。 
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⑥ 感染症に対応した対策の備え 

【現状・課題】  

新型コロナウイルス感染症対策として、認定調査の際に調査員及び調査対象の方の健康

チェックを徹底しています。 

健康チェックの際に、認定審査をためらう方には、町の対策について情報提供を行っていま

す。介護予防教室では規模を縮小し、感染予防を十分に行い実施しています。また、外出するこ

とが減り、運動不足等になっている方に向け、防災行政無線を通じて「ラジオ体操」も放送してい

ます。 

更に介護認定を受けながら感染を恐れてサービスを利用していない方の把握に努めて

います。 

【第８期における施策の展開】  

今後も引き続き、関係者の健康チェックを行い、新型コロナウイルスやインフルエンザ等の

感染症クラスターの発生を未然に防ぐように努めます。 

 

（８）人にやさしいまちづくりの推進 
高齢者をはじめすべての住民に配慮して、道路、建築物、公園の施設等の整備をすす

めるとともに、住民のまちづくりへの参加意識を高め、高齢者等利用者の意見を聞きな

がら、住民、行政、事業者が一体となって、人にやさしいまちづくりを推進します。 

 
① ユニバーサルデザインに基づくまちづくり 

【現状・課題】  

法律、県の条例等を遵守するとともに、ユニバーサルデザインの考え方に基づき公共施設等

の整備を推進しています。 

なお、柏森駅に設置したエレベーターについては車いすに対応しています。 

【第８期における施策の展開】  

今後もユニバーサルデザインの考え方に基づき公共施設等の整備を促進します。 

 
② 公共交通機関等のバリアフリー化の推進 

【現状・課題】  

本町には、広域的な公共交通機関として名鉄犬山線が通っており、柏森駅、扶桑駅、木津

用水駅の３駅があります。このうち橋上駅である柏森駅及び扶桑駅では、平成２０年度に柏森

駅、平成２６年度に扶桑駅にエレべーター等を設置しましたが、第７期計画中の設置実績は

ありません。今後もバリアフリー化の推進に努めていく必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き駅施設の公共交通の利便性の向上のため、関係機関と共に適切な維持管理、整

備に努めます。 

  



扶桑町 

84 

③ タクシー料金助成事業（一般会計老人福祉関係事業） 

【現状・課題】  

８０歳以上又は４０歳以上で要介護認定又は要支援認定を受けている方を対象に、タクシー

料金のうち基本料金に相当する額を助成しています。年間３６回を限度としますが、８０歳以上

の要介護認定者等は２４回分の追加利用ができます。ただし、自動車税又は、軽自動車税の

減免を受けた方は２４回を限度としています。 

延べ利用者数は年々増加しており、移動手段を持たないことが多い高齢者に対してタクシー

券を交付することにより、高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送るための生活交通の確保

を図っています。 

サービスの需要が高いことから、今後は複数枚の利用を可能とする等、利用者が利用しやす

い助成方法を検討していく必要があります。 

 

 
区 分 

実 績 

 2017 年度 
（平成 29 年度） 

2018 年度 
（平成 30 年度） 

2019 年度 
（令和元年度） 

 延べ利用者数（人） 2,177 2,280 2,382 

 

【第８期における施策の展開】  

現在の助成方法は、１乗車につき基本料金（初乗り料金）分を助成しています。より利用者

にとって利用しやすい事業を目指して、複数枚の利用を可能としたり、１枚５００円と一定金額

を設定したりする等、助成方法について研究していきます。 

 
④ 福祉有償運送 

【現状・課題】  

福祉有償運送制度を広く周知し、外出支援をしています。また、福祉有償運送運営協議

会として、既存の交通機関とバランスをとりながら新たに活動を行おうとする団体を支援し、移

動手段の確保に努めています。 

第７期計画期間中は、年に１回福祉有償運送運営協議会を行い、既存の交通機関の了

承を得ながら、移動制約者の移動手段の確保を図ることができました。また、当事業を実施す

ることで、利用者やその家族が安心して外出することができ、社会参加の機会拡大につなげる

ことができました。 

今後は活動団体に対して支援を行い、サービスの維持向上を図る必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

利用対象者の増加が予想される中、当サービスの主旨に沿った、必要な方へのサービス

が維持されるよう既存の交通機関とのバランスをとりながら、活動を行っている団体の支援を

検討していきます。 
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基本目標２ 「扶桑」で永く生き生きと活動するために 

（１）自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組の推進 
高齢者が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に支援す

ることや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止といった介

護保険制度の理念を踏まえ、地域の実情に応じて、具体的な取組みをすすめます。 

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

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

サークル活動等を通じて地域社会と交流できる場や、高齢者がこれまでに得た技能や経

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

して社会貢献できる場の提供に努めます。 

 
① 介護予防・日常生活支援総合事業の展開 

【現状・課題】  

生活機能の低下がみられる高齢者に対し機能回復を図るとともに、再び地域で活動できる

よう、居場所の提供等、主体的に健康づくりに取組めるよう保健事業を展開しています。 

第７期計画上、指定事業者を通じて実施しているものは取組めているものの、住民主体で

実施を予定していたものについては実績が乏しい状況です。 

【第８期における施策の展開】  

実施の可否や目標についても精査し直したうえで、生活機能の低下がみられる高齢者の機

能回復に努め、再び地域で活動できる施策を研究していきます。 
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② 介護予防・生活支援サービス事業 

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

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

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

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

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

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

あわせながら積極的に行います。 

 
②-１ ＜訪問型サービス＞ 

【現状・課題】  

要支援等の介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、掃除、洗濯等の日常生活

上の支援を提供しています。利用者ニーズの把握に努め、本町の高齢者の実情に即した

支援を行っています。 

一方、住民主体のサービス提供体制の整備は進んでいないため、今後も互助の考え方

を重視し、住民主体の多様なサービス提供体制の整備を検討していく必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

互助の考え方を重視した、住民主体の多様なサービス提供体制を整えられるよう努めて

いきます。 
2020（令和２）年度現在 

 区 分 サービス内容 事業者等 

 本町における訪問型サービス 

  
訪問介護 
（従来の介護予防訪問介
護に相当） 

●訪問介護事業所（ヘルパー）
による身体介護及び掃除、
洗濯等の日常生活支援 

指定事業者 

  訪問型サービス A 
（緩和した基準による） 

●訪問介護事業所（ヘルパー）
による掃除、洗濯等の日常
生活支援 

指定事業者 

 その他の訪問型サービスの例 

  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・無償ボランティア 

  
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 
町の保健師等 

  訪問型サービス D 
（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 

ボランティア等 
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②-２ ＜通所型サービス＞ 

【現状・課題】  

要支援等の介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、機能訓練や集いの場等日

常生活上の支援を提供しています。 

今後も介護予防、認知症予防の観点も踏まえ、利用者ニーズの把握に努めながら、地

域の事情に合った住民主体の「通いの場」の整備をすすめていく必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

今後は短期集中通所サービス等を実施する予定です。 

2020（令和２）年度現在 

 区 分 サービス内容 事業者等 

 本町における通所型サービス 

  
通所介護 
（従来の介護予防訪問介
護に相当） 

●通所介護事業所（デイサービ
ス）による機能訓練、日常生
活支援 

指定事業者 

  通所型サービス A 
（緩和した基準による） 

●通所介護事業所（デイサービ
ス）による機能訓練、日常生
活支援等（入浴を除く） 

指定事業者 

 その他の通所型サービスの例 

  通所型サービス B 
（住民主体による支援） 

●宅老／サロン 
●体操・運動等の自主的な通

いの場 
有償・無償ボランティア 

  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 
町の保健師等 

 
②-３ ＜その他の生活支援サービス＞ 

【現状・課題】  

要支援等の介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、栄養改善を目的とした配

食、住民ボランティア等が行う一人暮らし高齢者等への見守り、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サービス（訪問型サービス・通所型サービスの

一体的提供等）を提供しています。 

住民ボランティア等による見守りは実施できていない状況です。現在のところ、サービスを

実施する予定がないため、目標を見直す必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

町の実情に合ったサービスを提供できるよう、引き続き研究していきます。 

2020（令和２）年度現在 

 区 分 サービス内容 事業者等 

 その他の生活支援サービスの例 

 
 配食 

●栄養改善を目的とした配食 
●一人暮らし高齢者に対する

見守りとともに行う配食 
●食材費等は実費 

事業者 

  見守り（定期的な安否確認
及び緊急時の対応） 

●住民ボランティア等が行う訪
問による見守り 

認知症サポーター養成講座の
修了者等 
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②-４ ＜介護予防・ケアマネジメント＞ 

【現状・課題】  

介護予防・ケアマネジメントについては、「本人ができることは、できる限り本人が行う」こと

を基本とした自立を目指したケアマネジメントを原則として、機能が低下した高齢者の重度

化を防止し、要介護状態とならないよう、個々の状況に応じて、介護予防・生活支援サービ

スその他の適切なサービスが包括的・効率的に提供されるよう地域包括支援センターにお

いて実施しています。 

第７期計画期間中は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続することができる

よう、自立支援を基本とし、利用者の主体的な活動と生活の質を高めることができました。

また、できる限り住民主体のサービスへの移行を前提とし、本人の能力を生かしたサービス

を組み合わせました。具体的には、①地域包括支援センター内でのケース検討会、②サー

ビス利用が必要な方へのケアマネジメント業務、③自立支援サポート会議の実施、④フレイ

ル予防のために、栄養改善や口腔衛生にも着目し、管理栄養士、歯科衛生士の連携に取

組みました。 

今後も、「自立支援」を基本とし、利用者の主体性と生活の質を高める支援を提供してい

く必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き高齢者が地域で安心して生活を継続することができるよう、自立支援を基本と

し、利用者の主体的な活動と生活の質を高めることを目指します。 

 
②-５ ＜生活支援コーディネーター＞ 

【現状・課題】  

地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート

機能を果たす生活支援コーディネーターと提供主体等の情報共有・連携強化の場として協

議体を設置します。 

現在、町を３つの地区に分けて協議体の設立に向けて地域で話し合いを重ねています

が、協議体の設立の目処が立っていない状況です。 

今後も設立を検討していくとともに、必要な支援活動を地域につないでいく仕組みづくりを

推進していく必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

協議体で把握した必要な支援活動を、地域で継続して実施していく仕組みづくりを推進し

ます。 
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③ 一般介護予防事業 

一般介護予防事業の推進にあたっては、機能回復訓練等の高齢者へのアプローチだけ

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

整及び地域づくり等、高齢者を取り巻く環境への取組みも含めた、バランスのとれた

アプローチが重要です。 

このため、地域における保健師、管理栄養士、歯科衛生士、リハビリテーション専門職

等の幅広い医療専門職の関与を得ながら、高齢者の自立支援に向けた取組みを推進し、要

介護状態等になっても、高齢者が生きがいをもって生活できる地域の実現を目指します。

更に、多職種連携地域ケア会議、生活支援体制整備事業等の事業と連携して推進します。 

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

域支援事業等に関するデータやアウトカム指標含む評価指標を活用するとともに、

PDCAサイクルに沿って取組みをすすめていきます。 

 

③-１ ＜運動栄養口腔総合教室＞ 

【現状・課題】  

自宅で継続できるように基礎的な筋力増強運動、ストレッチ、簡易な道具を使った運動

についての専門職の指導や、歯科衛生士による摂食・嚥下機能訓練、口腔衛生の改善や

口腔清掃の指導、栄養士等による栄養改善に関する指導等を内容として実施しています。 

専門職による指導により、多くの参加者の運動機能等の維持・向上につながりました。個

別のレベルに合わせ、参加者の悩み等にも対応することができました。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 利用者数（人） 47 25 47 

 延べ利用者数（人） 301 182 310 

 

【第８期における施策の展開】  

引きこもり等の高齢者の参加を促進するとともに、引き続き住み慣れた地域で自立した生

活が送れるよう、一人ひとりの状態に応じて、介護予防に取組んでいけるよう支援します。 
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③-２ ＜認知機能低下予防教室＞ 

【現状・課題】  

高齢者の認知症発症や認知機能低下の予防を図るため、有酸素運動プログラムを取り

入れた内容で実施しています。 

第７期計画期間中は、脳トレと有酸素運動を取り入れた体操を行い、認知機能低下を予

防する教室を行いました。教室終了後も認知症予防の体操を自主的に継続して行う自主

グループを形成することにつながりました。 

教室の前後で数値に改善がみられたケースはありましたが、教室修了後に指導者なしで

自主的に継続して行うことが課題となっています。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 利用者数（人） 54 59 44 

 延べ利用者数（人） 587 685 511 

 

【第８期における施策の展開】  

認知症予防には一時的な教室で終わるのではなく、継続して長期間取組むことが不可

欠です。そのため、認知症予防の通いの場として「健康マージャン」等、利用者だけで継続し

て行える方法を検討します。 

 
③-３ ＜宅老事業＞ 

【現状・課題】  

地域における介護予防の拠点として位置づけ、地域の実情に即した事業を展開していま

すが、現利用者に合わせた内容となってしまい、新規利用者が少ないことが課題となってい

ます。（現利用者の平均年齢が８５歳以上） 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 宅老事業実施箇所（箇所） 4 4 4 

 宅老事業年間延利用人数（人） 1,075 1,005 856 

 

【第８期における施策の展開】  

実施内容を見直し、65～70 歳の方も参加したいと思えるような活動内容を検討します。 
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④ 就労・ボランティア活動に関する支援の充実 

高齢者は、これまで培ってきた知識や経験が豊富で、地域社会の活性化を図る上で大

きな力となることが期待されます。また、地域の中で役割を担い、積極的に社会貢献する

ことは、本人の生きがいと健康づくり・介護予防につながります。就労やボランティア活

動を中心に社会参加のできる機会や場づくりを積極的に支援します。 

 
④-１ シルバー人材センターの充実 

【現状・課題】  

いわゆる団塊の世代の定年退職者の増加とともに、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。今後更に高齢者の就業機会を増加するため、シルバー人

材センター自らが事業の開拓、充実を図る必要があり、町としても積極的な支援をしていま

す。また、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの担い手としてのあり方を

研究しています。 

第７期計画期間中は、働く意欲と能力のある高齢者が社会の担い手として生きがいを持

って活動できるよう、高齢者の就労機会を確保するため、シルバー人材センターの活動を

支援しましたが、会員数はほぼ横ばいで推移している状況です。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 会員数（人） 275 259 263 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続きシルバー人材センター自らの事業開拓、充実を支援しつつ、介護予防・日常生

活支援総合事業の訪問型サービスの担い手としてのあり方を研究し、会員数増加を目指し

ます。 

 
④-２ 高齢者の就労支援 

【現状・課題】  

高齢者の就労・雇用促進について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ま

す。 

第７期計画期間中は、シルバー人材センターの活動を支援し、高齢者の就労促進を行う

ことはできましたが、企業等を通じた雇用支援にまでは至っていない状況です。 

【第８期における施策の展開】  

社会が定年延長や定年制廃止へとシフトしていく中で、働く意欲と能力のある高齢者が引

き続き社会の担い手となって活躍できるよう、関係機関との連携強化をすすめ、企業等に

高齢者の継続雇用等を働きかけます。 
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④-３ 高齢者ボランティアの推進 

【現状・課題】  

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、認知症高齢者の見守りといった地域福祉はもとより、環境

保全活動等広い分野での高齢者ボランティアの活用を促進しています。 

第７期計画中は、子どもの登下校の見守りについては、地域の高齢者の協力を得て行う

ことができましたが、認知症高齢者の見守りについて実施が進んでいない状況です。 
 

 
区 分 

実 績 

 2017 年度 
（平成 29 年度） 

2018 年度 
（平成 30 年度） 

2019 年度 
（令和元年度） 

 
ボランティア団体連絡協議会 

加盟団体数（団体） 
33 33 33 

 登録者数（人） 575 564 541 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き高齢者ボランティアの活用を促進できるよう努め、地域で認知症高齢者等の見

守りが実施できるよう検討します。 

 
④-４ 団塊の世代の活動推進 

【現状・課題】  

定年退職後における地域福祉活動への参加を促進するため、各種ボランティア養成講

座等の開催を通して、ボランティア活動への参加、住民活動団体への登録やボランティア

連絡協議会への登録を呼びかけています。 

第７期計画期間中は、協働によるまちづくり推進のための拠点である扶桑町住民活動支

援センター「ぷらねっと扶桑」において、これから住民活動を始めようとする方へのアドバイス

や体験入門講座を行い、定年退職後の高齢者が自身の知識や技能を地域社会に活かせ

るよう事業を行っています。 

【第８期における施策の展開】  

「ぷらねっと扶桑」では、引き続き定年退職した高齢者が地域において住民活動に気軽

にデビューできるよう情報提供や、支援講座の開催を行います。また、このような「ぷらねっ

と扶桑」の活動や住民活動団体の取組みを広く住民に周知します。 

 

⑤ 自立支援、介護予防・重度化防止の取組みと目標設定 

本町では、高齢者一人ひとりがその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むこ

とができるように支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽

減、重度化防止といった介護保険制度の理念を踏まえ、高齢者の生きがいと社会参加の

促進を図るとともに、地域における介護予防の拠点として宅老事業（一般介護予防事業）

を実施しています。 

そこで、本事業のうち、通いの場の創出につながる地区宅老の開催箇所数を活動（ア

ウトプット）指標とし、重点施策としてすすめていきます。また、介護予防事業を推進す

ることにより、地域において自立した生活を継続できる高齢者が増加することの指標と

して、介護保険の給付費の抑制を、成果を表すアウトカム指標とします。 
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⑤-１ 事業量を表す指標と目標 

【現状・課題】  

本町では、高齢者の生きがいと社会参加の促進を図るとともに、地域における介護予防

の拠点として宅老事業(一般介護予防事業 )を実施しています。そこで、本事業のうち、通

いの場の創出につながる地区宅老の開催箇所数を活動（アウトプット）指標とし、重点施策と

してすすめています。 

令和元年度は 20 の地区サロンが活動をしました。すべての地区にサロンができ、様々な

活動ができている状況です。一方、各サロン、活動内容のマンネリ化、参加人数の減少が

課題となっています。 

【第８期における施策の展開】  

今後も楽しく続けられるよう、今以上に情報提供ができる体制を整えます。 

 
⑤-２ 成果を表す指標と目標 

【現状・課題】  

介護予防事業を推進することにより、地域において自立した生活を継続できる高齢者が

増加することの指標として、介護保険の給付費の抑制を、成果を表すアウトカム指標としま

す。 

平成 30 年度及び令和元年度の２か年度において、介護給付額は 9.7％の増加となって

おり、この間の 75 歳以上人口の伸び率 7.1％を上回っています。 

【第８期における施策の展開】  

今後も介護予防事業を推進することで、高齢者が自立した生活を少しでも長く継続でき

るよう努め、併せて介護保険給付費の抑制につなげます。 

■ 事業量（アウトプット）・成果（アウトカム）を表す指標と目標 

評価指標 
実績 実績 計画 

2018 年度 
（H30 年度） 

2019 年度 
（R1 年度） 

2021 年度 
（R3 年度） 

2022 年度 
（R4 年度） 

2023 年度 
（R5 年度） 

【アウトプット指標】 

 
地区宅老の開催箇所
数（箇所） 

20 20 維持 

【アウトカム指標】 

 
介護保険の総給付費
の対前年比（増加率） 

○ 
給付費 
＋2.1％ 
75 歳以上 
＋4.7％ 

× 
給付費 
＋7.5％ 
75 歳以上 
＋2.3％ 

75 歳以上人口の対前年比（増加率）を 
上回らない 
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（２）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 
「健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第9号）」による改正後の介護保

険法等に基づき、運動、口腔、栄養、社会参加等の観点から高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施を推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加でき、また、高齢

者のフレイル※4状態を把握した上で適切な医療サービス等につなげる等、疾病予防・重

症化予防の促進を目指します。 

 
① 健康づくり教室・健康相談 

【現状・課題】  

健康日本 21 扶桑町計画に基づき、住民一人ひとりが、「自分の健康は自分で守り、つくる」

という積極的な意識をもって健康の保持増進を図れるよう健康づくり教室・健康相談を実施し

ています。 

●健康増進を目的とし、各種健康教室・健康相談を実施し、令和元年度参加人数等の結果

は下記のとおりです。 

・健康どアップ教室：９回/年開催。135 名参加 

・健康いきいき教室：６回/年開催。78 名参加 

・血液さらさら教室：４回/年開催。89 名参加 

・出前講座：８回/回開催。543 名参加 

・口腔衛生指導教室：7 回開催。42 名参加 

・各種健康相談：55 回開催。1,030 名実施。 

・その他随時健康相談：111 名実施。 

口腔衛生指導教室においては、社会福祉協議会の宅老事業で 10 年以上継続実施をして

おり、社会福祉協議会から事業内容を見直したいとの申し出があったため、令和２年度より廃

止していますが、オーラルフレイル※5という新たな考え方を踏まえ、口腔機能の健康への対応

を研究する必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

・健康教室（口腔衛生指導教室以外）については、引き続き各教室の内容を見直しながら、

実施します。 

・健康相談事業については、引き続き実施します。 

  

                                         
※4 フレイルとは、高齢者が要介護状態に陥る過程には意図しない衰弱、筋力の低下、活動性の低下、認知機能の低下、

精神活動の低下など健康障害を起こしやすい脆弱（虚弱）な状態を経ることが多く、これらの状態を指し、日本老年医学

会によって虚弱（frailty）を「フレイル」と呼ぶことが提唱されました。 
※5 オーラルフレイルとは、「Oral」と「Frailty」を合わせた造語であり、高齢期の咀嚼や嚥下などの口腔の機能に注目した高

齢者の新たな口腔保健活動を指します。 
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② がん検診・肝炎ウイルス検診 

【現状・課題】  

死亡原因の第１位であるがんの早期発見に資するため、各種がん検診及び肝炎ウイルス

検診を継続して実施しています。 

●がんによる死亡率の低下を目標に、がんの早期発見・早期治療を目的に各種がん検診を

実施し、令和元年度の受診者は下記のとおりです。 

・胃がん検診 494 名受診 

・大腸がん検診 662 名受診 

・肺がん検診 507 名受診 

・子宮がん検診 423 名受診 

・乳がん検診 493 名受診 

・前立腺がん検診 236 名受診 

●感染防止や肝臓がん・肝硬変等への移行リスクの高い感染者の早期発見のため、肝炎ウ

イルス検診を実施しました。令和元年度の受診者は 81 名でした。 

【第８期における施策の展開】  

受診者が年々減少しているため、受診勧奨の機会を増やしたり、ＰＲ方法の見直し等を図

り、受診者数の増加を目指します。 

 
③ ８０２０運動推進・成人・糖尿病・後期高齢者歯科健康診査 

【現状・課題】  

高齢期の健康に大きな影響を及ぼす歯と口の健康に対する意識を高め、歯周病予防、 

８０２０達成に資するため、成人・糖尿病・後期高齢者歯科健康診査を継続して実施しています。 

令和元年度の受診者は成人歯科健診：314 名、糖尿病歯科健診：115 名、後期高齢者

歯科健診 159 名となり、また、８０２０表彰者は 59 名でした。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 ８０２０表彰対象者（人） 64 47 59 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き事業を実施します。 
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④ 特定健康診査・特定保健指導・人間ドック・脳ドック 

【現状・課題】  

要介護・要支援状態になるリスクが高くなるメタボリックシンドロームの予防を目的に、特定

健康診査及び特定保健指導並びに後期高齢者健康診査を継続して実施しています。また、

人間ドック・脳ドック検査も実施しています。 

第７期計画期間中に、特定健康診査の健診票に前回、前々回を表示するよう変更しまし

た。これにより自身でよりわかりやすく経過を把握し、健康づくりに取組むきっかけにつながりま

した。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 
後期高齢者 

健康診査受診率（％） 
50.8 53.7 54.2 

 

【第８期における施策の展開】  

現在の健診受診率は 50％程度で横ばい状態ですが、健診データによるリスク別に応じた

保健事業の実施等健診受診との相互フォローを検討します。 

 
⑤ 高齢者インフルエンザ予防接種 

【現状・課題】  

インフルエンザが重症化するリスクの高い高齢者のインフルエンザの感染予防・重症化予

防を目的に、高齢者インフルエンザ予防接種を実施しています。 

令和元年度の接種者数は 6,233 名（66.5％）でした。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き、事業を実施します。 

 
⑥ 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成 

【現状・課題】  

肺炎が重症化するリスクの高い高齢者の肺炎球菌の感染予防を目的に、定期予防接種と

して実施するとともに、対象外の高齢者には接種費用助成を継続して実施しています。 

令和元年度の接種者数は 284 名（31.3％）、助成者数は 29 名でした。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き事業を実施します。 

 

（３）生きがいづくりの推進 
高齢者一人ひとりが、その持てる能力と個性を十分に発揮し、地域において役割を担

い、活躍できる機会や場を創出することによって、高齢者の社会参加と生きがいのある

生活を支援します。 
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① 老人クラブの活性化 

【現状・課題】  

高齢者の生きがいづくりの場として、老人クラブへの加入を呼びかけていくとともに、高齢者

の多様な価値観に対応できるように、魅力的で社会的貢献度が高い活動、特技・技能を生か

した活動を展開するよう情報提供等の支援を行っています。 

第７期計画期間中は、老人クラブ内で、社会的貢献度が高い活動を展開できるよう、補助

金の交付や支援を行った結果、高齢者の生きがいづくりの場を提供することができました。 

一方、老人クラブの会員数が減少していることが課題となっています。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 老人クラブ会員数（人） 1,758 1,676 1,601 

 

【第８期における施策の展開】  

老人クラブの会員数増加のため、活動内容の充実と老人クラブの活動への参加を促すよう

な支援を検討します。 

 
② 生涯学習の充実 

【現状・課題】  

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の開催を検

討していきます。なお、講座の内容について、高齢者が主体的に参加できる体制をとるとともに、

そ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。 

第７期計画期間中は、新たな生きがいと仲間づくりの機会を設けるため、健康や音楽、生活

に密着した食等、様々な分野の生涯学習講座を開催しました。特に歴史を題材とした講座は

好評であったため、学習意欲の向上につながりました。また、体力づくりと健康増進を図るとと

もに、多世代間の交流や地域との交流の場を設けるため、体育祭や走ろう会、ミステリーウォ

ーク等のスポーツイベントを開催し、高齢者の健康づくりの場として楽しんでもらうことができた

が、各種軽スポーツの普及及び適切な指導ができる人材の育成と確保にはつながらなかった

ことが課題となっています。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 高齢者向けの講座数（講座数） 5 5 6 

 

【第８期における施策の展開】  

労働年齢の伸長化により余暇の時間帯が多様化しているため、需要を捉えた企画立案は

もとより、開催日時等についても十分な検討を行います。 
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（４）「閉じこもり」予防の推進 
高齢者同士、又は高齢者と他世代が交流できるよう、通いの場の充実に努めるととも

に、高齢者が自分に合った生きがいを見つけ、積極的に社会参加できる環境を整え、「閉

じこもり」予防につなげていきます。 

 
① 宅老事業（再掲） 

【現状・課題】  

高齢者の生きがいと社会参加の促進を図るとともに、地域における介護予防の拠点の１つ

として位置づけ、総合福祉センター、学習等供用施設で実施しています。また、地域住民が

自主的に地域公民館等で「地区サロン」を運営する地区宅老の運営支援を行っています。健

康な高齢者をはじめ多くの地域住民が、サービスの担い手として参加できる環境を整えていき

ます。 

令和元年度、20 の地区サロンが活動しました。すべての地区にサロンができ、様々な活動

を行っています。 

【第８期における施策の展開】  

各サロン、活動内容のマンネリ化、参加人数の減少が問題となっています。楽しく続けられ

るよう今以上に情報提供ができる体制を整えます。 

 
② 老人憩の家 

【現状・課題】  

高齢者の生きがい活動の場として運営を支援します。また、高齢者や障がいのある方をは

じめ多くの地域住民が、サービスの担い手として参加できる地域共生の拠点としての活用を研

究しています。 

第７期計画期間中においても、喫茶事業や各種教室を実施することで、交流の場としての

機能と生きがいづくりに寄与することができました。 

一方、施設の劣化及び指定管理を継続していくことができるか等、施設管理が課題となっ

ています。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 延べ利用者数（人） 18,147 18,487 15,929 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き事業を展開するものの、施設の劣化及び施設の指定管理を引き続き依頼できる

かといった課題があります。 
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③ 総合福祉センター 

【現状・課題】  

高齢者を中心に世代を超えた住民の交流拠点として位置づけ、健康づくりや生きがい活動

の拠点としてサービス内容の充実を図っています。 

また、社会福祉協議会や地域包括支援センターといった福祉の窓口としての機能や風呂

や運動器具等の備品を備え、住民の交流拠点として多様な機能を担っています。 

利用実績が年々減少しているため、サービス内容の充実を図る必要があります。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 
福祉センター部分 

利用人数（人） 
79,830 77,925 65,113 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き総合福祉センターの指定管理者である社会福祉協議会と連携し、高齢者向けの

サービス内容の充実を図ります。 

 
④ 多世代交流の推進 

【現状・課題】  

地域での行事等を中心に、高齢者と子どもや他の世代との交流の場づくりに努め、多世代

間の交流を促進しています。また、地域における子育て支援等高齢者の経験や知識が生かさ

れる場については、高齢者の参加を積極的に求め、生きがいづくりの場とするとともに、住民同

士が支え合う豊かな地域づくりの場として支援しています。 

シルバー人材センターが高雄シルバーハウスで実施している「ころころルーム」において、高

齢者が幼児の託児事業を行うことで、その子の親も含めた多世代交流を行っています。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き多世代交流の機会を増やすことで、他の世代の高齢者に対する理解を深め、「こ

ろころルーム」のような場を住民同士が支え合う豊かな地域づくりの場として支援します。 
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基本目標３ 「扶桑」で認知症の人を支え続けるために 
認知症施策は、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過

ごせる社会を目指し、認知症の方やその家族の意見も踏まえて、「共生」と「予防」の施

策を推進することが重要です。 

そのため、新たに定められた「認知症施策推進大綱」に沿って、認知症の方が可能な限

り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指します。 

（１）普及啓発・本人発信支援及び予防対策 
認知症を早く発見し、早くケアにつなげるため、認知症サポーターの養成等を通じて

認知症に関する正しい理解や相談先の周知、認知症の本人からの発信支援に取組みます。 

また、認知症に関する正しい知識と理解に基づき、「通いの場」における活動の推進等、

予防を含めた認知症への「備え」としての取組みを推進し、高齢者はもとより地域住民に

幅広く普及するよう啓発を行います。 

 
① 認知症サポーターの養成 

【現状・課題】 
認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラバン・メイトの養成や、認知症を理解し、

認知症の方やその家族の見守り支援をするサポーターを養成するための講座を開催するとと

もに、サポーターが男女を問わず地域で活躍できる場の創出に努めています。  

また、キャラバン・メイトの情報交換・勉強会を継続して実施し、より効果的な養成講座を企

画しました。 

第７期計画期間中は、住民のキャラバン・メイトも増え、認知症になっても住み慣れた地域

で安心して生活できるように、認知症に対する理解を広めてきました。 

また、２か月に１回、キャラバン・メイト同士の情報交換・勉強会により、キャラバン・メイトの

質の向上等に努めました。 

【第８期における施策の展開】 
地域で暮らす認知症の方や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターを結びつける

ための「チームオレンジ」の取組みを検討します。 
 

 
区 分 

実績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 
認知症サポーター 

養成講座延べ受講者数（人） 
2,777 3,065 3,260 
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② 認知症に関する啓発 

【現状・課題】  

一般介護予防事業の認知症予防関連事業の周知をホームページや広報を通じて行い、

参加を図りながら、あらゆる機会を利用して認知症理解の促進に努めています。 

【第８期における施策の展開】  

認知症サポーター養成講座を修了した者が復習を兼ねて学習する機会や学校教育等に

おいて、認知症の方を含む高齢者に対する理解の普及を推進します。 

 
③ ＦＵＳＯ認知症たすけ隊の活動支援 

【現状・課題】  

認知症キャラバン・メイトとして登録している方を中心に、2014（平成 26）年度にＦＵＳＯ認

知症たすけ隊（以下、たすけ隊）が結成され、認知症サポーター養成講座の開催や、認知症

に関する啓発活動を実施しています。本町では、認知症啓発活動や各種支援を中心的に担

う団体と位置づけ、会議の開催をはじめ活動を支援しています。 

第７期計画期間中は、２か月に１回、町担当者がたすけ隊の打ち合わせに参加し、講座に

関する反省点や改善策を話し合いました。また、啓発のため、ポスターやチラシの作成等にも

力を入れました。 

一方、たすけ隊のメンバー確保の観点から、認知症サポーター養成講座へのアプローチも

含め、たすけ隊の活動を支援していく必要があります。 

【第８期における施策の展開】  

たすけ隊のメンバー確保が課題となっているため、引き続き認知症サポーター養成講座受

講者へのアプローチを継続します。 

  



扶桑町 

102 

（２）医療・ケア（早期発見・早期対応） 
認知機能低下のある方（軽度認知障害を含む）や認知症の方に対して、早期発見・早期

対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認知

症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター等の更なる質の向上や連携の強化を推

進します。また、医療従事者の認知症対応力向上のための取組みに対しては医療機関等

へ協力要請を行います。 

 
① 認知症支援対策の推進 

①-１ ＜認知症初期集中支援チーム＞ 

【現状・課題】  

多職種協働により、認知症が疑われる方や認知症の方及びその家族を訪問し、アセスメ

ント、家族支援等の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活の支援を行う認知症

初期集中支援チームを設置しています。 

第７期計画期間中は、認知症が疑われる方やその家族に早期にかかわるチームを配置

し、対象者の早期発見と早期介入を行うことができました。また月１回、チーム員会議を開

催しました。 

【第８期における施策の展開】  

対象者の早期発見が最も難しいため、対象者やその家族、周りの方から何らかの相談が

入るように、認知症初期集中支援チームの存在を啓発します。 

 
①-２ ＜認知症地域支援推進員＞ 

【現状・課題】  

認知症の方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設

置しています。 

認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを継続するために、第７期計画期間中は、認知症に関する情報の発信、認知症高齢者

を見守り、支援するためのネットワークの強化を図ることができました。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き認知症地域支援推進委員の活動を継続し、認知症高齢者を見守るためのネッ

トワークの強化を図ります。 
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①-３ ＜認知症ケアパスの作成・普及＞ 

【現状・課題】  

国の｢認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)｣に基づき、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、その進行状況に合わせて、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認知症ケアパスを作成し、住

民や関係者に対して積極的に普及を図っています。 

第７期計画期間中は、認知症ケアパスのリーフレットを作成し、役場窓口と地域包括支

援センターに設置して普及啓発を図りました。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き、事業を継続し、認知症ケアパスの普及を図り、認知症の方の状態に応じた適

切なサービス提供の流れを示します。 

 

（３）家族に対する支援の充実 
家族介護者にとって「認知症」が大きな介護不安となっています。こうした介護者の

精神的・肉体的負担を軽減し、生活と介護の両立が図れるよう、見守りや介護サービス、

介護者が集う「認知症カフェ」等の取組みを推進します。 

 
① 徘徊高齢者家族支援サービス事業 

【現状・課題】  

事故防止と高齢者の安全確保を図るとともに、徘徊高齢者の家族の介護負担を軽減する

ことを目的とし、事業を実施しています。 

第７期計画期間中は、高齢者等が徘徊した場合に早急に把握できるよう、必要な方へ位

置情報探索システムの貸し出しを行いました。実績は以下のとおりとなっています。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 延べ利用者数（人） 21 34 44 

 探索者数（人） 0 3 4 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き継続的に位置情報探索システムの貸し出しを実施するとともに、高齢者やその家

族に対して事業の周知・普及を強化します。 
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② 扶桑町見守りシール交付事業 

【現状・課題】  

令和元年７月１日より、認知症等で徘徊症状のみられる方に対して、早期発見、保護及び

引き渡しをスムーズに行うことを目的とし、見守りシール（ＱＲコード）の交付をしています。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 利用者数（人） - - 6 

 

【第８期における施策の展開】  

より多くの必要な方に交付できるよう、高齢者やその家族に対して事業の周知・普及を行い

ます。 

 
③ 地域密着型サービスの充実 

【現状・課題】  

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、本町に

おける展開を研究しています。 

認知症対応型、小規模多機能型共に町内に施設がなく、他市町に受け入れてもらう形で

以下のとおり利用実績がありました。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 
認知症対応型及び小規模 
多機能型利用延件数（件） 

10 8 27 

 

【第８期における施策の展開】  

令和元年度に公募を行った結果、認知症対応型は令和３年度開設を目指し、町内に施設

を開設する予定となっています。 
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④ 認知症カフェの開催支援 

【現状・課題】  

認知症カフェの効果や運営について研究するとともに、認知症の方と家族、地域住民、専

門職等が気軽に集まり、交流できる集いの場の創設を、地域において展開できるよう支援して

います。 

第７期計画期間中は、３か月に１回のペースでみそら食堂において「とまり木」という認知症

カフェが開催され、認知症やその家族が、地域の方や専門家と相互に情報を共有し、お互い

を理解し合う場を設けることができました。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 認知症カフェ開催数（回） 4 5 3 

 認知症カフェ延参加人数（人） 53 39 24 

 

【第８期における施策の展開】  

認知症の家族を知られたくないという風潮が強いため、参加者が少ない現状があります。認

知症カフェの存在自体広まっていないため、普及啓発に努めます。 

 

（４）認知症バリアフリーの推進と社会参加支援 
認知症になってからもできる限り住み慣れた地域で普通に暮らし続けられるよう、生

活のあらゆる場面での障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組みを推進しま

す。 

また、若年性認知症の方も含めすべての認知症の方が安心して外出できる地域の見守

り体制や認知症サポーター等を認知症の方やその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（「チームオレンジ」103ページ参照。）の構築、成年後見制度の利

用促進等、地域における支援体制の整備を推進します。 

 

① 高齢者等見守り登録事業 

【現状・課題】  

認知症高齢者等の安全の確保と家族介護者の負担軽減を図るため、制度の普及をすす

めるとともに、地域住民に対し協力を要請しています。 

第７期計画期間中は、地域の協力を得て、早期発見・保護ができるよう体制づくりを行いま

した。 

【第８期における施策の展開】  

今後は、必要な方に適切に対応できるよう見守り登録事業の周知・普及を強化します。 
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② 権利擁護支援センターとの連携の推進 

【現状・課題】  

平成 30 年３月、尾張北部圏域内の４市町（小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町）の共同に

よる「尾張北部権利擁護支援センター」を設置しました。 

判断能力が不十分な認知症の方や虐待を受けている高齢者等の権利擁護体制を構築す

るため、４市町と尾張北部権利擁護支援センターとの連携を強化し、本町における権利擁護

の支援体制を整備しています。 

また、成人後見制度や高齢者虐待についての相談や事例ごとに尾張北部権利擁護支援

センターから助言をいただき、相談や事例の課題解決に努めています。 

【第８期における施策の展開】  

成年後見制度や高齢者虐待に関する相談は年々増加傾向にあるため、引き続き４市町と

尾張北部権利擁護支援センターと連携し、支援を努めます。 

 
③ 成年後見制度利用支援事業 

【現状・課題】  

判断能力が不十分な身寄りのない高齢者等を支援するため、必要に応じて町長による後

見開始の審判請求とその費用の助成を行っています。また、関連機関との連携を図りながら

成年後見制度の周知を図っています。 

第７期計画期間中は、事例ごとに町長申立の必要性の有無を検討しました。また尾張北部

権利擁護支援センター設置後は、センターが開催する講演会の周知を図るとともに、講演会

に参加をすることで制度の理解に努めました。 

 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 利用者数（人） 0 0 0 

 

【第８期における施策の展開】  

今後も町長申立が必要な相談があれば、その都度、精査します。また相談窓口としてあま

り知られていないため講演会等を通じて周知に努めます。 

 
④ 日常生活自立支援事業 

【現状・課題】  

日常生活に不安を抱えている認知症高齢者等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利用相談、利用料支払い等の援助と日常的な金銭管理事務

手続き等を行う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。 

第７期計画期間中は、適宜相談に応じ、必要があれば支援が受けられるように取組みまし

た。 

【第８期における施策の展開】  

引き続きケアマネジャー等の支援者と連携して相談や支援を行います。 
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⑤ 高齢者虐待防止ネットワークの充実 

【現状・課題】  

地域包括支援センターを中心に関係機関の連携を密にして、高齢者虐待を早期に発見

し、迅速に適切な対応が行われる仕組みづくりを充実するとともに、高齢者虐待防止に関する

啓発を行っています。 

第７期計画期間中は、虐待の疑いがあれば、ケアマネジャーやサービス提供事業所等関

係機関と連携して事実関係を確認し、早急にコアメンバー会議を開催できるように努め、早期

発見・対応をしました。 

 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 相談・通報（件） 5 9 9 

 うち虐待と判断（件） 1 2 4 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き早急な対応ができるよう関係機関との連携を密にするとともに、高齢者虐待の窓

口の周知に努めます。 
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基本目標４ 「扶桑」で安心して介護が受けられるために 

（１）居宅サービスの充実 
推計した要支援・要介護認定者数から、施設・居住系サービス受給者の推計値を引い

たのが居宅サービス受給対象者数です。 

この居宅サービス受給対象者数に、2018（平成30）年度～2020（令和2）年度の

利用率の伸びをベースに高齢者のみの世帯の増加等居宅介護をめぐる情勢の変化等を勘

案して設定した受給率を乗じて、各居宅サービス利用者数を推計しました。 

なお、サービス利用にあたっては、利用者が自らできることは、可能な限り自ら行う

ことを基本として適切なケアマネジメントのもと利用されるよう助言・指導を行います。 

 
① 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

【現状・課題】  

訪問介護事業所のヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助等の日常生活のサポ

ートをする事業です。 

第７期計画期間中は、利用者に対し、日常生活へのサポートが必要な方への利用をすす

めることができました。 

 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

 給付費（千円） 138,339  143,351  153,449  160,932  169,929  169,857  196,609  

 回数（回/月） 4,221.3  4,366.6  4,649.5  4,875.0  5,148.5  5,138.4  5,960.6  

 人数（人/月） 149  152  161  168  175  179  204  
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② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

【現状・課題】  

専門のスタッフが浴槽を持参し、脱衣から入浴後のバイタルチェックも含め自宅での入浴を

サポートするサービスです。 

第７期計画期間中は、状況に応じて必要な方への利用をすすめることができました。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

訪問入浴介護 
 給付費（千円） 9,820 11,652 12,665 12,672 14,304 13,363 15,246 

 回数（回/月） 67 78 84.7 84.7 95.6 89.3 101.9 

 人数（人/月） 11 13 14 14 16 15 17 

介護予防訪問入浴介護 
 給付費（千円） 0  0  0  0  0  0  0  

 回数（回/月） 0  0  0  0  0  0  0  

 人数（人/月） 0  0  0  0  0  0  0  

 
③ 訪問看護・介護予防訪問看護 

【現状・課題】  

看護師や理学療法士等の専門家が自宅を訪問し、主治医の指示に合わせた医学的なケ

アを受けることができるサービスです。 

第７期計画期間中は、医学的なケアが必要な方への利用をすすめることができました。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

訪問看護 
 給付費（千円） 38,457  44,973  48,406  50,542  52,922  52,618 60,749  

 回数（回/月） 629.3  703.0  752.7  784.2  821.5  818.7  943.7  

 人数（人/月） 84  90  96  100  104  105  120  

介護予防訪問看護 
 給付費（千円） 5,273  5,513  5,546  6,176  6,176  6,445  6,803  

 回数（回/月） 114.7  131.8  131.8  146.5  146.5  153.6  161.2  

 人数（人/月） 14  18  18  20  20  21  22  

  



扶桑町 

110 

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 

【現状・課題】  

理学療法士等の専門家が自宅を訪問し、機能訓練等のリハビリテーションを受けることがで

きるサービスです。 

第７期計画期間中は、通所できない方へのリハビリテーションの利用をすすめることができまし

た。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

訪問リハビリテーション 
 給付費（千円） 10,805  8,639  8,692  9,176  10,567  10,567  11,516  

 回数（回/月） 369.2  283.6  283.6  299.3  345.9  345.9  375.5  

 人数（人/月） 24  19  19  20  23  23  25  

介護予防訪問リハビリテーション 
 給付費（千円） 998  429  432  432  432  432  432  

 回数（回/月） 34.4  13.2  13.2  13.2  13.2  13.2  13.2  

 人数（人/月） 4  2  2  2  2  2  2  

 
⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

【現状・課題】  

医師、歯科医師や薬剤師等の専門家が定期的に自宅を訪問し、医療器具の管理や病状

把握等を行うサービスです。 

年々件数が増加しており、受診が困難な方への往診利用をすすめています。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

居宅療育管理指導 
 給付費（千円） 27,849  31,681  33,856  35,481  37,303  37,552  43,011  

 人数（人/月） 199  227  241  252  265  267  306  

介護予防居宅療養管理指導 
 給付費（千円） 2,071  1,581  1,698  1,699  1,830  1,937  2,043  

 人数（人/月） 14  14  15  15  16  17  18  
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⑥ 通所介護（デイサービス） 

【現状・課題】  

日帰りで施設に通い、食事や入浴等、日常生活上の介護等を受けることができるサービス

です。 

第７期計画期間中は、日帰りでの介護支援が必要な方への利用をすすめることができまし

た。 
 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

 給付費（千円） 310,638  324,006  342,077  357,793  373,417  379,997  435,132  

 回数（回/月） 3,355  3,486  3,649.7  3,812.4  3,974.2  4,063.8  4,630.2  

 人数（人/月） 285  283  296  309  322  330  375  

 
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 

【現状・課題】  

日帰りで施設に通い、機能訓練等を受けことができるサービスです。 

第７期計画期間中は、日帰りでのリハビリテーションが必要な方への利用をすすめることがで

きました。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

通所リハビリテーション 
 給付費（千円） 119,022  140,324  149,581  154,585  162,227  164,445  191,146  

 回数（回/月） 1,168.8  1,286.8  1,361.3  1,404.7  1,470.5  1,498.2  1,732.3  

 人数（人/月） 117  122  129  133  139  142  164  

介護予防通所リハビリテーション 
 給付費（千円） 14,867  14,398  15,258  15,540  16,312  17,084  18,083  

 人数（人/月） 40  39  41  42  44  46  48  

  



扶桑町 

112 

⑧ 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） 

【現状・課題】  

主に町内の施設に日帰りで通い、認知症に対応した介護や支援、機能訓練を受けることが

できるサービスです。 

現状、町内に施設はなく、他市町に受け入れてもらう形で以下のとおり利用実績があります。 

なお、令和元年度に公募を行った結果、令和３年度開設を目指し、町内に施設を開設する

予定があります。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

認知症対応型通所介護 
 給付費（千円） 1,580  0  18,024  18,034  18,034  18,034  18,034  

 回数（回/月） 12.7  0.0  144.0  144.0  144.0  144.0  144.0  

 人数（人/月） 1  0  12  12  12  12  12  

介護予防認知症対応型通所介護 
 給付費（千円） 0  0  0  0  0  0  0  

 回数（回/月） 0  0  0  0  0  0  0  

 人数（人/月） 0  0  0  0  0  0  0  

 
⑨ 地域密着型通所介護（地域密着型サービス） 

【現状・課題】  

日帰りで主に町内の施設に通い、介護や支援を受け、機能訓練を行います。 

町内で介護が必要な方の利用をすすめています。 
 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

 給付費（千円） 52,383  62,356  65,003  66,969  68,584  72,779  83,349  

 回数（回/月） 587.1  687.6  714.8  734.7  753.3  800.4  909.3  

 人数（人/月） 61  72  75  77  79  84  95  

  



第４章 施策の展開 

113 

⑩ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（地域密着型サービス） 

【現状・課題】  

日中・夜間を通じて１日に複数回の介護又は看護の定期訪問と随時対応を受けられるサ

ービスです。 

第７期計画期間中は、実績はありません。第８期計画期間中についても整備の予定はあり

ません。 
 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

 給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 

 回数（回/月） 0 0 0 0 0 0 0 

 人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 0 

 
⑪ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

【現状・課題】  

短期的に施設へ入所し、日常生活の介護や機能訓練等を受けることができるサービスです。 

第７期計画期間中は、短期的に入所し、介護が必要な方への利用をすすめることができま

した。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

短期入所生活介護 
 給付費（千円） 121,743  93,398  100,552  103,188  108,614  110,359  126,219 

 日数（日/月） 1,293.0  995.5  1,062.6  1,090.5  1,144.1  1,168.6  1,333.8  

 人数（人/月） 101  74  79  81  85  87  99  

介護予防短期入所生活介護 
 給付費（千円） 756  217  218  219  219  219  219  

 日数（日） 9.7  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  

 人数（人/月） 2  1  1  1  1  1  1  
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⑫ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

【現状・課題】  

短期的に施設へ入所し、必要な医療を受けつつ日常生活の介護や機能訓練等を受けるこ

とができるサービスです。 

第７期計画期間中は、短期的に入所し、医療と介護が必要な方への利用をすすめることが

できました。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

短期入所生活介護（老健） 
 給付費（千円） 3,425  6,265  6,304  6,307  6,307  6,307  8,714  

 日数（日） 24.5  44.4  44.4  44.4  44.4  44.4  60.7  

 人数（人/月） 3  3  3  3  3  3  4  

介護予防短期入所療養介護（老健） 
 給付費（千円） 15  0  0  0  0  0  0  

 日数（日） 0.2  0  0  0  0  0  0  

 人数（人/月） 0  0  0  0  0  0  0  

 
⑬ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

【現状・課題】  

加齢や疾病等で身体機能が低下した際に、歩行器や車いす、介助用ベッド等の貸与を一

部負担で受けることができるサービスです。 

第７期計画期間中は、身体機能の低下を補助するために必要な福祉用具の貸与を受けて

もらうことができました。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

福祉用具貸与 
 給付費（千円） 59,447  61,669  65,353  68,252  72,008  71,988  83,106  

 人数（人/月） 385  406  427  445  466  474  541  

介護予防福祉用具貸与 
 給付費（千円） 11,166  10,778  11,259  11,721  12,116  12,818  13,679  

 人数（人/月） 148  138  144  150  155  164  174  
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⑭ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

【現状・課題】  

使用時に直接触れるような一部福祉用具について一部負担にて購入することができるサー

ビスです。必要な方にサービスが提供できる体制整備を行いました。 

なお、在宅での生活を行いやすくするため、引き続き制度の周知及び受領委任の契約をす

すめます。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

特定福祉用具購入費 
 給付費（千円） 2,421  2,321  2,321  2,321  2,321  2,652  3,039  

 人数（人/月） 8  7  7  7  7  8  9  

特定介護予防福祉用具購入費 
 給付費（千円） 888  499  499  499  499  499  499  

 人数（人/月） 4  2  2  2  2  2  2  

 
⑮ 住宅改修費 

【現状・課題】  

段差解消や手すりの設置等について、一定額を限度に一部負担で改修を行うことができる

サービスです。必要な方にサービスが提供できる体制整備を行いました。 

なお、在宅での生活を行いやすくするため、引き続き制度の周知及び受領委任の契約をす

すめます。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

住宅改修費 
 給付費（千円） 8,040  6,241  6,241  6,241  6,241  6,241  8,310  

 人数（人/月） 8  6  6  6  6  6  8  

介護予防住宅改修費 
 給付費（千円） 4,887  7,226  7,226  7,226  8,488  8,488  8,488  

 人数（人/月） 5  6  6  6  7  7  7  
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⑯ 居宅介護支援・介護予防支援 

【現状・課題】  

日常生活の介護や機能訓練等が必要となりそうな方に在宅にて支援を行うサービスです。 

第７期計画期間中は、介護・予防ともに必要なケアマネジメントを実施することができました。 
 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

居宅介護支援 
 給付費（千円） 100,158  104,025  110,075  114,610  119,815  122,593  139,323  

 人数（人/月） 589  600  630  655  684  702  796  

介護予防支援 
 給付費（千円） 9,446  9,310  9,752  10,140  10,524  11,072  11,736  

 人数（人/月） 174  171  178  185  192  202  214  

 

（２）施設・居住系サービスの充実 
施設・居住系サービスのサービス量を見込むにあたっては、町内にある既存施設の定

員を考慮して推計しました。 

 
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 

【現状・課題】  

介護が必要となった場合に指定を受けた有料老人ホーム等の施設（自宅扱）に入居したま

ま介護サービスを受けることができるサービスです。 

第７期計画期間中は、施設入所が必要な方が継続して利用することができました。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き入所が必要な方がサービスを利用できるよう支援していきます。 

 

区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

特定施設入居者生活介護 
 給付費（千円） 61,908  65,715  66,119  66,156  75,499  77,613  91,637  

 人数（人/月） 25  29  29  29  33  34  40  

介護予防特定施設入居者生活介護 
 給付費（千円） 937  1,009  1,015  1,016  1,016  1,016  1,016  

 人数（人/月） 1  1  1  1  1  1  1  
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② 地域密着型特定施設入居者生活介護 

【現状・課題】  

主に町内の有料老人ホーム等の施設で入浴や食事等の介護や支援、機能訓練等を受け

ることができるサービスです。 

一般型の利用にて実績はありますが、第７期計画期間中も町内に施設がなく、実績もありま

せん。 

【第８期における施策の展開】  

今後も、整備予定はありません。 

 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

 給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 

 人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 0 

 
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 

（グループホーム）（地域密着型サービス） 

【現状・課題】  

認知症の高齢者が少人数で入居し、入居者同士の交流等家庭的な雰囲気の中で共同

生活をしながら、入浴や食事等の介護や支援、機能訓練等を受けることができるサービス

です。 

第７期計画期間中は、利用者の変動は大きくなく、認知症の方が安心して継続的に利用

することができました。 

【第８期における施策の展開】  

新しい整備予定はありませんが、継続した利用者数が見込まれます。 

 

 区 分 

実績 見込 計画 将来 

2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

 認知症対応型共同生活介護 
  給付費（千円） 158,327  162,709  166,914  170,155  170,155  192,017  220,561  

  人数（人/月） 51  52  53  54  54  61  70  

 介護予防認知症対応型共同生活介護 
  給付費（千円） 0  0  0  0  0  0  0  

  人数（人/月） 0  0  0  0  0  0  0  
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④ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

【現状・課題】  

常に介護が必要で在宅介護が困難と認められた方に日常生活介護、リハビリテーション等

の機能訓練、健康管理、レクリエーションを行う施設です。 

第７期計画期間中は、施設入所が必要な方が継続して利用できました。 

【第８期における施策の展開】  

新しい整備予定はありませんが、継続した利用者数が見込まれます。 

 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 
（R1 年度） 

2020 年度 
（R2 年度） 

2021 年度 
（R3 年度） 

2022 年度 
（R4 年度） 

2023 年度 
（R5 年度） 

2025 年度 
（R7 年度） 

2040 年度 
（R22 年度） 

 給付費（千円） 295,629  318,895  336,062  351,967  367,685  383,403  411,316  

 人数（人/月） 100  104  109  114  119  124  133  

 
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） 

【現状・課題】  

主に町内の特別養護老人ホームで入浴や食事等の介護や支援、機能訓練等を受けること

ができるサービスです。 

第７期計画期間中は、施設入所が必要な方が継続して利用することができました。 

【第８期における施策の展開】  

新しい整備予定はありませんが、継続した利用者数が見込まれます。 

 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 
（R1 年度） 

2020 年度 
（R2 年度） 

2021 年度 
（R3 年度） 

2022 年度 
（R4 年度） 

2023 年度 
（R5 年度） 

2025 年度 
（R7 年度） 

2040 年度 
（R22 年度） 

 給付費（千円） 87,526  102,449  103,079  103,136  103,136  120,852  138,569  

 人数（人/月） 25  29  29  29  29  34  39  

 
⑥ 介護老人保健施設 

【現状・課題】  

病状が安定期にあり、入院治療の必要性はないが介護や医療を必要とする方を対象に、

家庭復帰に向けた介護、医療ケア、リハビリテーションを行う施設です。 

第７期計画期間中は、施設入所が必要な方が継続して利用することができました。 

【第８期における施策の展開】  

新しい整備予定はありませんが、継続した利用者数が見込まれます。 

 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 
（R1 年度） 

2020 年度 
（R2 年度） 

2021 年度 
（R3 年度） 

2022 年度 
（R4 年度） 

2023 年度 
（R5 年度） 

2025 年度 
（R7 年度） 

2040 年度 
（R22 年度） 

 給付費（千円） 283,808  304,701  330,011  356,026  383,635  411,907  472,185  

 人数（人/月） 89  93  100  108  116  125  143  
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⑦ 介護療養型医療施設【令和５年度までの経過措置】 

【現状・課題】  

病状が安定期にあるが、常に医療管理下での介護が必要な方に日常生活の介護、医療

的なケア、リハビリテーション等のサービスを提供するサービスです。 

第７期計画期間中は、施設入所が必要な方が継続して利用することができました。 

【第８期における施策の展開】  

2017（平成 29）年度末で廃止が決定し、2023（令和５）年度までは移行期間として利用者

を受け入れます。 

 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

 給付費（千円） 15  0  0  0  0    

 人数（人/月） 0  0  0  0  0    

 
⑧ 介護医療院 

【現状・課題】  

2017（平成 29）年度に廃止することが決定した「介護療養型医療施設」の主な転換先とし

ている要介護者向けの介護施設です。日常生活の身体介助や生活支援、また介護療養型

医療施設で行われている「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」といった医療的

ケアを行う施設です。 

【第８期における施策の展開】  

これまでの利用実績から、サービス量は見込みませんが、廃止予定である介護療養型医

療施設の主な転換先として、ニーズに応じて受入先を検討します。 

 

 
区 分 

実績 見込 計画 将来 

 
2019 年度 

（R1 年度） 

2020 年度 

（R2 年度） 

2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

2025 年度 

（R7 年度） 

2040 年度 

（R22 年度） 

 給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 

 人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 0 

  



扶桑町 

120 

（３）介護保険事業費の見込みと保険料 
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、下表のとおりです。 

■ 介護サービス・介護予防サービス給付費の見込み 
単位：千円 

区分 
2021 年度 
（R3 年度） 

2022 年度 
（R4 年度） 

2023 年度 
（R5 年度） 

2025 年度 
（R7 年度） 

2040 年度 
（R22 年度） 

居宅サービス 

 訪問介護 介護 153,449  160,932  169,929  169,857  196,609  

 
訪問入浴介護 

予防 0  0  0  0  0  

 介護 12,665  12,672  14,304  13,363  15,246  

 
訪問看護 

予防 5,546  6,176  6,176  6,445  6,803  

 介護 48,406  50,542  52,922  52,618  60,749  

 
訪問リハビリテーション 

予防 432  432  432  432  432  

 介護 8,692  9,176  10,567  10,567  11,516  

 
居宅療養管理指導 

予防 1,698  1,699  1,830  1,937  2,043  

 介護 33,856  35,481  37,303  37,552  43,011  

 通所介護 介護 342,077  357,793  373,417  379,997  435,132  

 
通所リハビリテーション 

予防 15,258  15,540  16,312  17,084  18,083  

 介護 149,581  154,585  162,227  164,445  191,146  

 
短期入所生活介護 

予防 218  219  219  219  219  

 介護 100,552  103,188  108,614  110,359  126,219  

 
短期入所療養介護 

予防 0  0  0  0  0  

 介護 6,304  6,307  6,307  6,307  8,714  

 
福祉用具貸与 

予防 11,259  11,721  12,116  12,818  13,679  

 介護 65,353  68,252  72,008  71,988  83,106  

 
特定福祉用具購入費 

予防 499  499  499  499  499  

 介護 2,321  2,321  2,321  2,652  3,039  

 
住宅改修費 

予防 7,226  7,226  8,488  8,488  8,488  

 介護 6,241  6,241  6,241  6,241  8,310  

 
特定施設入所者生活介護 

予防 1,015  1,016  1,016  1,016  1,016  

 介護 66,119  66,156  75,499  77,613  91,637  

地域密着型サービス 

 
認知症対応型通所介護 

予防 0  0  0  0  0  

 介護 18,024  18,034  18,034  18,034  18,034  

 
認知症対応型共同生活介護 

予防 0  0  0  0  0  

 介護 166,914  170,155  170,155  192,017  220,561  

 地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護 

介護 103,079  103,136  103,136  120,852  138,569  

 地域密着型通所介護 介護 65,003  66,969  68,584  72,779  83,349  

 小規模多機能型居宅介護 介護 3,078  3,080  3,080  3,080  3,080  

施設サービス 

 介護老人福祉施設 介護 336,062  351,967  367,685  383,403  411,316  

 介護老人保健施設 介護 330,011  356,026  383,635  411,907  472,185  

居宅介護支援 予防 9,752  10,140  10,524  11,072  11,736  

介護 110,075  114,610  119,815  122,593  139,323  

合  計 
予防 52,903  54,668  57,612  60,010  62,998  

介護 2,127,862  2,217,623  2,325,783  2,428,224  2,760,851  

総  計（総給付費） 2,180,765 2,272,291 2,383,395 2,488,234 2,823,849 
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② 標準給付費 

【現状・課題】  

標準給付費は、要介護認定者に対する介護給付費と要支援認定者に対する予防給付費

を合わせた総給付費（制度改正の伴う一定以上所得者負担の調整を行います）、特定入所

者介護サービス費等、高額介護サービス費等、高額医療合算介護サービス費等、算定対象

審査支払手数料を合算したものです。 

第７期計画期間中においては、おおむね計画どおり実施しました。なお、高額介護サービス

費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給付額についてはやや予定を上回りました。 

【第８期における施策の展開】  

補足給付については、今後も増大を見込み、特に合算については見込みを大きく上回った

ことから、修正が必要と思われます。 

第８期計画期間中の標準給付費は約 71 億円になると見込みました。 

単位：千円 

 
区分 

第８期 

 合計 
2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

 ①総給付費 6,836,451 2,180,765 2,272,291 2,383,395 

 
②特定入所者介護サービス費等給付 

（財政影響額調整後） 
121,367 42,710 38,656 40,001 

 
③高額介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 
130,407 42,504 43,201 44,701 

 ④高額医療合算介護サービス費等給付額 24,852 8,000 8,282 8,570 

 ⑤算定対象審査支払手数料 3,976 1,280 1,325 1,371 

 標準給付費見込額 7,117,054 2,275,260 2,363,756 2,478,039 

 
③ 地域支援事業費 

【現状・課題】  

地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業・任意事業に

要する費用です。 

【第８期における施策の展開】  

今後の事業の展開及び７５歳以上人口の伸びを考慮すると、今後は計画どおりとなると思

われます。 

単位：千円 

 
区分 

第８期 

 合計 
2021 年度 

（R3 年度） 

2022 年度 

（R4 年度） 

2023 年度 

（R5 年度） 

 地域支援事業費 398,751 129,008 132,878 136,865 

  ①介護予防・日常生活支援総合事業 238,067 77,022 79,333 81,713  

  ②包括的支援事業・任意事業 160,684 51,986 53,546 55,152 
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④ 第１号被保険者の保険料 

④-１ 介護保険財源の仕組み 
標準給付費及び地域支援事業費の財源構成は以下のとおりです。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※財政調整交付金の「5％」は全国平均の率であり、実際には自治体の第１号被保険者（65歳以上）の後期高齢者

比率や所得水準等の状況により異なります。 

  

国

38.5%

県

19.25%

町

19.25%

保険料

（第１号）

23.0%

国

15.0%

県

17.5%

町

12.5%

支払基金

交付金

（第２号）

27.0%

保険料

（第１号）

23.0%

■ 介護給付費（施設分）

保険料

50％ 

公費 

50％ 

財政調整 

交付金 

5.0% 

国

20.0%

県

12.5%

町

12.5%

支払基金

交付金

（第２号）

27.0%

保険料

（第１号）

23.0%

■ 介護給付費（その他分）

保険料
50％ 

公費 
50％ 

財政調整 

交付金 

5.0% 

国

20.0%

県

12.5%

町

12.5%

支払基金

交付金

（第２号）

27.0%

保険料

（第１号）

23.0%

■ 地域支援事業

（介護予防・日常生活支援総合事業）

保険料

50％ 

公費 

50％ 

財政調整 

交付金 

5.0% 

■ 地域支援事業 

（包括的支援事業・任意事業） 

保険料
23％ 

公費 
77％ 
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資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 

④-２ 保険料基準月額の算定 
2021（令和 3）～2023（令和 5）年度の保険料収納必要額の算出結果から、保

険料基準月額は 4,711 円となりました。 

■ 保険料基準月額の算定（第 1号被保険者） 

 
標準給付費見込額 7,117,053,657 円 

 ＋  

地域支援事業費 398,750,882 円 

 ＝  

介護保険総事業費見込額 （標準給付見込額＋地域支援事業費） 7,515,804,539 円 

 ×  

第１号被保険者負担割合 23 ％ 

 ＝  

第１号被保険者負担分相当額 1,728,635,044 円 

 ＋  

調整交付金相当額 367,756,051 円 

 －  

調整交付金見込額 276,715,000 円 

 ＋  

財政安定化基金拠出金見込額 0 円 

 ＋  

財政安定化基金償還金 0 円 

 －  

準備基金取崩額 190,000,000 円 

 －  

特例交付金交付額 0 円 

 ＋  

市町村特別給付費等 0 円 

 －  

保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 16,434,000  

 ＝  

保険料収納必要額 1,613,242,095 円 

 ÷  

予定保険料収納率 99.10 ％ 

 ÷  

所得段階別加入割合補正後第１号被保険者数（３年間） 28,797 人 

 ≒  

年額保険料 56,532 円 

 ÷ 
 
 
 

 

12か月 12 ヶ月 

 ＝  

第８期月額保険料（基準額） 4,711 円 
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④-３ 所得段階別保険料 
第 1 号被保険者（65 歳以上）の介護保険料基準月額は、所得段階に応じた保険料

となります。この保険料は、基準月額を基に低所得者の負担が重くなりすぎないよう

に、所得に応じて 12 段階に調整されます。 

■ 所得段階別の保険料率（第 8期） 

所得段階 調整率  対象者 

第１段階 基準額の50％ 

町民税世帯

非課税 

生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者 

前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合
計が80万円以下 

第２段階 基準額の65％ 
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合
計が120万円以下 

第３段階 基準額の75％ 
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合
計が120万円超 

第４段階 基準額の85％ 
町民税世帯

課税 

かつ 

本人非課税 

前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合
計が80万円以下 

第５段階 基準額 本人住民税非課税者(課税年金収入等が80万円超) 

第６段階 基準額の120％ 

町民税 

本人課税 

前年の合計所得金額が120万円未満 

第７段階 基準額の130％ 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 

第８段階 基準額の150％ 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 

第９段階 基準額の160％ 前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満 

第10段階 基準額の170％ 前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満 

第11段階 基準額の180％ 前年の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満 

第12段階 基準額の190％ 前年の合計所得金額が1,000万円以上 

 単位：円 

▼第５段階（基準額）の保険料予測 年額 月額 

≪第９期≫ 2025（R７）年度 68,040 5,670 

≪第１４期≫ 2040（R22）年度 90,156 7,513 

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計 

 

 

 

  



第４章 施策の展開 

125 

（４）介護保険制度の円滑な運営 
介護保険事業を円滑に運営するとともに、介護保険サービスの質を確保するため、適

正な認定調査の結果、給付の適正化等に取組みます。 

 
① 介護給付費の適正化の推進 

①-１ 適切な認定調査 

【現状・課題】  

認定調査については、主に町職員が行うこととし、認定調査から要介護認定の統一性と

公平性を確保することが重要です。そのため、調査員に対する研修や勉強会の充実等によ

り資質の向上を図っています。 

第７期計画期間中は、遠隔地以外の認定調査は町職員で対応することができました。ま

た、委託分についても、作成された調査票も調査員間でチェックをして公平な判断ができる

ように努めました。調査員間の情報交換勉強会については、年２～３回程実施することがで

きました。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 調査件数（件） 1,322 1,097 1,347 

 

【第８期における施策の展開】  

今後も町職員主体となり調査を実施することとし、委託分についても適切な判断がなされ

ていくように職員間のチェックも徹底します。調査員の勉強会についても定期的に行い、判

断に誤りがないよう情報共有に努めます。 

 
①-２ 扶桑町高齢者保健福祉総合計画推進委員会 

【現状・課題】  

介護保険制度が、住民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適正に運営されるため

に、介護保険に関する施策の推進、各種サービスの在り方等について審議する扶桑町高

齢者保健福祉総合計画推進委員会を継続して運営しています。 

委員会は基本的に年１回、計画策定年度は年３～４回開催し、介護保険事業や老人福

祉事業に関する報告や審議を経て計画の進捗状況を把握、評価しています。 

【第８期における施策の展開】  

第７期計画の進捗状況を客観的に把握、評価することで適正な計画の進行管理をしま

す。また、意見を十分に反映しながら計画が適切にすすめられるよう努めます。 
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①-３ 地域包括支援センターの公正な運営 

【現状・課題】  

地域包括支援センターが中立性を確保し、公正な運営を継続できるよう、扶桑町高齢

者保健福祉総合計画推進委員会において地域包括支援センターの事業活動をチェック

し、必要に応じて是正・改善を求め、また要望・提言を行うとともに関係諸機関との連携、人

材確保等について支援を行っています。 

第７期計画期間中は、地域包括支援センターは、町の介護・福祉行政の一翼を担う「公

益的な機関」として、公正で中立性の高い事業運営を行いました。 

【第８期における施策の展開】  

地域包括支援センターは地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核的な機関

であり、地域の特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行います。また、住民や

関係団体、サービス利用者等の意見を幅広くくみ上げ、活動に反映させ、課題に対して、解

決に向けて積極的に取組みます。 

 
①-４ 地域密着型サービスの適正な推進 

【現状・課題】  

地域密着型サービスが適正に運営され、利用者本位のサービスが提供されるよう、扶桑

町高齢者保健福祉総合計画推進委員会において地域密着型サービスの指定に関する意

見をまとめ提言を行っています。ここでの提言を踏まえ、事業所の指定及び指導監督を行

っていきます。 

第７期計画期間中の高齢者保健福祉総合計画推進委員会において地域密着型サービ

スの指定に関する意見は特にありませんでした。 

【第８期における施策の展開】  

地域密着型サービスの指定に関する意見は高齢者保健福祉総合計画推進委員会におい

てとりまとめ、提言していただき、その提言に沿って事業所の指定及び指導監督を行います。 
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② 介護給付費の適正化の推進 

【現状・課題】  

介護保険制度の信頼を高め、給付費と保険料の増加を抑制するため、①要介護認定の適

正化、②ケアプランの点検、③住宅改修等の点検、④縦覧点検・医療情報との突合、⑤介護

給付費通知の５項目の事業を展開し、介護給付適正化事業を実施しています。 

第７期計画期間中は、直営による認定調査の平準化や年１回のケアプラン点検等の実施

に努めており、国保連の介護給付適正化システムを活用しながら、適切な給付がなされてい

るか確認することができました。 
 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 ケアプラン点検数（件） 28 20 4 

 町実地指導件数（件） 0 1 0 

 

【第８期における施策の展開】  

現在、事業所や施設への実地指導を随時すすめており、適切な給付管理が行えるよう

努めます。 

 
③ 要介護認定を行う体制の計画的な整備 

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

定制度における業務の簡素化等も踏まえながら、要介護認定を遅滞なく適正に実施するため

に必要な体制を計画的に整備していきます。 

 
④ 文書負担の軽減に向けた取組み 

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

担軽減のため、個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標

準化やＩＣＴ等の活用を推進し、県による支援や県及び近隣市町村との連携を図ります。 
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（５）介護者支援の充実 
扶桑町高齢者等実態調査の結果によると、主な介護者の約10％が、過去1年の間に介

護を理由に離職・転職したことがわかりました。家族の介護を抱えて仕事をしている方

が仕事を継続できるよう、労働担当部局との連携を図り、労働環境の改善を推進すると

ともに、家族介護者に対する支援を充実させ、介護離職者ゼロを目指します。 

 
① 介護者慰労事業 

【現状・課題】  

要支援・要介護認定者を在宅で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、日帰り旅行や研修等を内容とした介

護者同士の交流会や慰労事業を実施し、また、家族介護者に対し、介護に関する知識・技術

の普及を目指し介護教室等を実施していましたが、参加者が少ない事業を見直し、平成 30

年度より認知症家族の介護者交流会及び、その他の家族介護者同士での交流会として開催

しています。 

家族介護者に対し、介護に関する知識・技術の普及をはじめ、家族の身体的・精神的負担

軽減を図り、仲間づくりや個別相談等をサポートしています。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き、地域包括支援センターを通じた介護者慰労事業に加え、家族介護者が主体と

なるような交流会をつくっていきます。 

 
② 在宅ねたきり老人等介護手当支給事業（一般会計老人福祉関係事業） 

【現状・課題】  

要介護３以上の方を介護している家族等の日頃の介護に対する労をねぎらい、在宅におけ

る介護の継続を支援します。 

第７期計画期間中は、毎月一定額を、在宅ねたきり老人の介護者へ支給し、在宅における

介護の継続を支援することができました。 

 

 
区 分 

実 績 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 

（令和元年度） 

 支給延べ人数（人） 1,462 1,460 1,557 

 

【第８期における施策の展開】  

引き続き対象者の増加に伴い、増加が見込まれる介護者へ当サービスの周知を図り、必

要な方に知ってもらえるよう努めます。 
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③ 家族介護における男女共同参画 

【現状・課題】  

家族の誰もが、性別に関わらず要介護者等の介護に携われるよう、社会福祉協議会との

連携により介護技術等に関する情報提供や介護者同士の交流の場の設定等家族介護者支

援の充実を図ります。 

性別に関わらず介護を行えるよう、地域包括支援センターを通じ情報提供を行っています。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き介護者同士の交流の場の設定等家族介護者支援の充実を図ります。 

 
④ 両立支援制度の普及 

【現状・課題】  

家族介護者が仕事と介護の両立ができるよう、町内の企業や介護者本人に対し、介護休

業制度や両立支援策の普及啓発を行います。 

育児・介護休業法の周知を広報誌で行う等啓発に努めています。 

【第８期における施策の展開】  

今後も、定期的に広報誌に掲載する等し、普及啓発に努めます。 

 

（６）介護人材の確保と育成 
生産年齢人口が減少する中において、介護現場が地域における介護ニーズに応え、介

護人材が利用者や家族からも感謝され、やりがいをもって働き続けられる環境づくりを

すすめるために、職場の良好な人間関係づくりや結婚や出産、子育てを続けながら働け

る環境整備を介護サービス事業者に対して協力要請していきます。 

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

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

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

協働のもと取組みの周知等をすすめる等、介護職場のイメージを刷新していきます。 

 
① サービス提供事業者との連携強化 

【現状・課題】  

町内のサービス提供事業者との連携を強化し、情報共有や意見交換を行いながら、人材

の確保の視点で取組みを行っています。 

また、事業所ごとに開催される運営推進会議の場において情報共有や意見交換を行って

おり、人材確保の取組みについても検討しています。 

【第８期における施策の展開】  

引き続きサービス提供事業者と連携して人材確保に向けた取組みをすすめます。 
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② 福祉・介護の仕事のＰＲ 

【現状・課題】  

町広報やホームページ等様々な機会を活用して、福祉・介護の仕事の魅力をＰＲし、多くの

住民に知ってもらうことで、福祉・介護に携わる人材の増加を図っています。 

第７期計画期間中は、ＨＰや研修会等を活用して、福祉や介護に関しての理解を深めても

らえるよう努めました。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き定期的に研修会等を開催し、より多くの住民に周知できるよう努めます。 

また、小学生・中学生に介護の職場体験等を実施し、介護職への興味・関心を得られるよ

う努めます。 

 
③ 離職有資格者登録制度の普及 

【現状・課題】  

介護の最新情報の提供や研修による技術の維持・向上のサポート、就業場所の紹介といっ

た支援を受けることができる離職介護福祉士等届出制度の周知を図るとともに、町内の潜在

的な介護人材の発掘に取組んでいます。 

第７期計画期間中は、窓口においてチラシを設置し、離職介護福祉士等届出制度の周知

を図りました。 

【第８期における施策の展開】  

引き続き、離職介護福祉士等届出制度の周知に努めます。 
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