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は じ め に 

 

現在我が国は、世界にも例を見ないスピードで高齢化

が進んでいます。本市におきましても、平成29(2017)年

10月１日現在で高齢化率は31.8％に達しており、今後も

高齢化率は上昇を続けていくと推測されます。 

このような中、団塊の世代が75歳以上となる平成37 

(2025)年、さらには団塊ジュニア世代が65歳以上となる

平成52(2040)年に向けて、健康寿命の延伸や高齢者が生

涯現役で活躍できる環境づくりを進めるとともに、医

療・介護が必要な状態となってもできる限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

続けられるよう、市民・事業者と連携を図りながら、「医療」「介護」「介護予防」「住

まい」「生活支援」を一体的に提供できる体制である「地域包括ケアシステム」の

深化・推進が喫緊の課題となっています。 

また、子育てと介護を同時に抱えるダブルケアや、高齢者が高齢者を介護する老

老介護、生活困窮者世帯等の複合的な課題が増加する中、地域における高齢者支援

を目的にスタートした地域包括ケアの仕組みを活用し、地域の関係者が世代や分野

を超えてそれぞれが支え合いながら自分らしく活躍できる｢地域共生社会」の実現

に向けた取り組みが必要であると考えております。 

本市では、第２次観音寺市総合振興計画に掲げている基本目標「だれもがいきい

きと暮らし続けられるまち」の基本施策である「高齢者が健康で活躍できる環境の

整備」を目指し、このたび平成30(2018)年度から平成32(2020)年度までを計画期間

とする「観音寺市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」を策定しました。 

本計画は、平成37(2025)年を見据えた「地域包括ケア計画」として、第６期計画

での取り組みを継承し、中長期的な視点を持ちながら高齢者に関する保健福祉施策

を総合的・体系的に展開することにより、本市の地域包括ケアシステムを深化・発

展させるとともに、地域共生の社会づくりを推進してまいりますので、今後ともご

支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びにあたりまして、本計画の策定にご尽力を賜りました観音寺市高齢者福祉計

画等策定委員の皆様をはじめ、アンケート調査にご協力いただきました市民の皆様、

関係者の方々に厚くお礼申しあげます。 

 

平成30(2018)年３月 

観音寺市長  白 川  晴 司  
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第１章  計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

介護保険制度は、その創設から17年が経ち、サービス利用者は制度創設時の３倍を超

える500万人に達しており、サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高齢

者やその家族の生活の支えとして定着、発展してきています。 

その一方、平成37（2025）年にはいわゆる団塊の世代※すべてが75歳以上となるほか、平

成52（2040）年にはいわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上になる等、人口の高齢化は、今

後さらに進行することが見込まれています。また75歳以上人口は、都市部では急速に増加

し、もともと高齢者人口の多い地方では緩やかに増加する等、各地域の状況は異なってき

ています。 

こうした中、介護保険制度の持続可能性を確保しながら、高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくためには、

限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、医療、介護、介護予防※、住まい、

生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を地域の実情に応じて深化・推

進していくことが重要です。 

本市では、平成27（2015）年3月に「観音寺市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計

画」（以下第６期計画）を策定し、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができるよう地域包括ケアシステムの構築を目指し、様々な施策を推進してきまし

た。 

平成29（2017）年には、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律（平成29年法律第52号）」により、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、保険者機能の強化等による自立支援・重度化

防止に向けた取り組みの推進、医療・介護の連携の推進、地域共生社会※の実現に向け

た取り組みの推進、現役世代並みの所得のある人の利用者負担割合の見直し及び介護

納付金における総報酬割の導入等の介護保険制度の見直しが行われました。 

本計画は上記の背景を踏まえ、平成37（2025）年を目途に、介護保険制度の持続可能

性を確保しつつ、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み

慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括ケアシ

ステムの深化・推進を目指し、新たな計画を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

(１)法的根拠 

本計画は、老人福祉法第20条の８の規定に基づく「高齢者福祉計画」及び介護保険法第

117条の規定に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定するものです。 

「高齢者福祉計画」は、すべての高齢者を対象とした福祉サービスの提供や、健康づくり、

生きがいづくり、介護予防、福祉のまちづくり等、福祉事業全般に関する施策を計画の対象と

します。 

また、「介護保険事業計画」は、厚生労働大臣が定める「介護保険事業に係る保険給付の

円滑な実施を確保するための基本的な指針」に即して策定するものであり、介護保険事業に

関わる保険給付の円滑な実施を図るための方策等を定めます。 

 

(２)他計画との関係 

本計画は、「第２次観音寺市総合振興計画」の中に掲げている基本目標「だれもがいきいき

と暮らし続けられるまち」の基本施策である【高齢者が健康で活躍できる環境の整備】及び「観

音寺市地域福祉計画※」で掲げている基本理念【地域が生き 人が輝く 協働の地域社会】を

目指し、本市が実施すべき高齢社会対策 (主に保健・福祉分野)を定めた個別計画に位置づ

けられます。 

また、市の関連する保健・福祉分野をはじめとする諸計画、国・香川県の指針等との整合性

を図りながら策定したものです。 

 

【計画の位置づけ】 

  

観音寺市地域福祉計画

観音寺市障がい者計画・

障がい福祉計画・

障がい児福祉計画

≪観音寺市社会福祉協議会≫

地域福祉活動計画

≪県の関連計画等≫

香川県高齢者保健福祉計画

第七次香川県保健医療計画

香川県介護給付適正化計画

観音寺市高齢者福祉計画・

介護保険事業計画
元気印のかんおんじ21

第２次ヘルスプラン

観音寺市健康増進計画

及び食育推進計画

などの諸計画

第２次観音寺市総合振興計画

≪観音寺市≫

連携

連携

整合

調整

連携

観音寺市

子ども・子育て支援事業計画
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３ 計画の期間 

 

本計画は、平成30（2018）年度から平成32（2020）年度までの３年間を計画期間とします。

なお、介護保険制度のもとでの第７期の計画となります。 

第７期計画は、団塊の世代がすべて75歳以上になる平成37（2025）年に向け、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図るとともに、制度の持続

可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする人に必要なサービスが提供されるよ

う、地域包括ケアシステムの深化・推進を図ります。 

 

【計画の期間】 

 

 

  

平成24～26年度
（2012～2014年度）

平成27～29年度
（2015～2017年度）

平成30～32年度
（2018～2020年度）

平成33～35年度
（2021～2023年度）

平成36～38年度
（2024～2026年度）

第５期計画

第７期計画

第６期計画

第８期計画

第９期計画

平成37年（2025年）までの長期的見直し

2015年

団塊の世代が65歳に

2025年

団塊の世代が75歳に
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４ 計画の策定体制 

(１)策定委員会での審議 

本計画の策定にあたり、学識経験者、保健・医療・福祉の関係者、介護保険の被保険者等

からなる「観音寺市高齢者福祉計画等策定委員会」を設置し、今後の高齢者福祉、介護保険

事業等のあり方について協議し、広い視野からの検討審議を受けて、計画を取りまとめました。 

 

(２)アンケート調査の実施 

要介護状態になる前の高齢者について、要介護状態になるリスクの発生状況及び各種リス

クに影響を与える日常生活の状況を把握し、地域の抱える課題を特定することを目的に、国が

示した調査票に市独自の設問を追加した形で「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施

しました。 

また、在宅生活を続けていくため、介護離職をなくしていくためにどのようなサービスが必要

かを検討する上での基礎資料となる「在宅介護実態調査」を実施しました。 

 

＜介護予防・日常生活圏域ニーズ調査＞ 

対象者 
平成 29（2017）年２月１日現在、65 歳以上（要介護 1～5 を除く）の人のうち 

無作為抽出した 2,500 人 

実施期間 平成 29（2017）年 2 月 28 日（火）～平成 29（2017）年 3 月 21 日（火） 

実施方法 郵送配布、郵送回収 

有効回収数 1,932 件（回収率：77.3％） 

 

＜在宅介護実態調査＞ 

対象者 

平成 28（2016）年 12 月 12 日現在（追加分は平成 29（2017）年１月 30 日現 

在）、在宅で生活をしている要介護（要支援）認定※を受けている人のうち、

更新申請・区分変更申請に伴う認定調査※を受けた 964 人 

実施期間 平成 28（2016）年 12 月 26 日（月）～平成 29（2017）年 3 月 10 日（金） 

実施方法 郵送又は手渡し配布、郵送又は認定調査時に回収  

有効回収数 624 件（回収率：64.7％） 

 

(３)パブリック・コメントの実施 

市民から広く意見を得て計画策定を進めることを目的とし、パブリック・コメント※（意見募集）

を実施しました。 

 

実施期間：平成30（2018）年２月１日（木） ～ 平成30（2018）年３月２日（金） 

意見提出：１人 16件 
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５ 日常生活圏域 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らせるよう、市民が日常生活を営むた

めに行動している範囲ごとに区分した「日常生活圏域」を設定し、その範囲内で保健・医

療・福祉サービス等の利用が完結するように、サービス基盤の整備を進めています。 

第６期計画では中学校区（伊吹中学校区は観音寺中学校圏域に含む）を単位として設

定していましたが、本計画では各圏域が生活支援体制整備事業※の第２層協議体※11地

区（箇所）を内包するよう調整を行いました。 

【日常生活圏域】  

 

 

※属する圏域が変更となった地区 

・坂本町一丁目～七丁目、昭和町一丁目～三丁目  

観音寺中部圏域（中部中学校圏域）から観音寺北部圏域（観音寺中学校圏域）へ変更  

・木之郷町４８８番地２７～３３ 

観音寺東部圏域（三豊中学校圏域）から観音寺中部圏域（中部中学校圏域）へ変更   

観音寺中学校圏域→観音寺北部圏域 

中部中学校圏域→観音寺中部圏域 

三豊中学校圏域→観音寺東部圏域 

大野原圏域、豊浜圏域はそのまま 
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６ 第７期介護保険事業計画のポイント 

(１)第７期計画の方向性 

第５期計画は、第３期以降の完成期として位置づけられましたが、地域の実情に応じた地域

包括ケア※の具体化には至りませんでした。第６期計画は、医療、介護、介護予防、住まい、生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム構想の第１段階となり、第７期計画は地域

包括ケアシステムの深化・推進と第６期計画を一歩進める計画となります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ●参酌標準中間期の現状把握 

 ●効果的な介護予防事業の模索 

 ●地域密着型サービス提供体制の充実 

 ●介護給付等の適正化 

 ●老人保健制度の新制度への移行   等 

第４期（平成 21 年度～23 年度）は「第３期路線の充実・適正化期」 

 ●地域包括ケアシステムの構築に向けて 

  ・認知症支援策の充実  ・医療との連携 

・高齢者の居住に係る施策との連携 ・生活支援サービス※の充実 

 ●効果的な介護予防事業の再構築（⇒介護予防効果の分析） 

 ●高齢者の在宅生活を支えるサービス全体像を再構築 

（⇒介護保険外サービス、インフォーマルサービス※の把握） 

第５期（平成 24 年度～26 年度）は「第３期以降の完成期」 

団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37（2025）年度を目途に、重度な要介護状態

となっても住み慣れた地域で最期まで住み続けることができるよう、医療、介護、

介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構

築を進める。 

第６期（平成 27 年度～29 年度）は「地域包括ケア計画構築の第１段階」 

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図るととも

に、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする人に必要な

サービスが提供されるようにする。 

特にいわゆる団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37（2025）年、さらにはいわゆ

る団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる平成 52（2040）年に向けて、地域の実情に

合わせた地域包括ケアシステムを深化・推進していく。 

第７期（平成 30 年度～32 年度）は「地域包括ケアシステムの深化・推進」 
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(２)介護保険制度改正の主な内容 

平成29（2017）年に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正す

る法律（平成29年法律第52号）」が制定され、介護保険制度については平成30（2018）年４月

以降に改正された内容で順次施行されることとなります。改正内容の概略は以下のとおりで

す。 

① 地域包括ケアシステムの深化・推進 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、医療、介護、介護予防、住

まい、生活支援の充実を引き続き図るとともに、保険者機能の強化等に基づく様々な取り組

みの推進や包括的な支援体制の整備、地域づくり等を進めることとされています。 

 

１） 保険者機能強化等により自立支援・重度化防止に向けた取り組みの推進 

全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組めるよう、

以下の仕組みが制度化されます。 

ア） データに基づく課題分析と対応 

イ） 適切な指標による実績評価 

ウ） 財政的インセンティブの付与 

 

２） 医療・介護の連携の推進等 

日常的な医学管理、看取り・ターミナル※ケア等の機能と生活施設としての機能を併

せ持つ施設として、介護医療院が新たに創設されます。 

 

３） 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等 

高齢者や子ども、障がい者等すべての人びとが地域、暮らし、生きがいをともに創り、

高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けて、様々な生活課題について「自

助」「互助」「共助」「公助」のそれぞれの役割において連携し、解決していくために以

下の取り組みを推進することとされています。 

ア） 地域福祉計画の理念に基づく地域づくり 

イ） 理念実現のため、市町村に包括的な支援体制づくりを努力義務化  

また、高齢者と障がい者が同一の事業所でサービスを受けやすくする共生型サービ

スが介護保険と障がい福祉の両制度に位置づけられたことから、利用者の状況に即し

た環境整備に努めていきます。 

 

② 介護保険制度の持続可能性の確保 

世代間・世代内の公平性を確保しつつ介護保険制度の持続可能性を高める観点から、

介護保険サービス等費用の負担割合が２割である人のうち、現役並みの所得を有する人の

負担割合が３割へ引き上げられます。 

また、第２号被保険者（40歳以上64歳未満の医療保険加入者）の介護保険料は、医療保

険者が医療保険料と一体で徴収するとともに介護納付金として負担しています。これを被用

者保険（協会けんぽ、健保組合、共済組合等）間では、平成29（2017）年８月から、これまで

の加入者数に応じた負担から、総報酬額に比例した負担への移行が段階的に開始されて

います。  
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③ その他 

１） 地域包括支援センターの機能強化 

市町村における適切な人員体制を促すため、地域包括支援センター※には事業の

自己評価と質の向上を図ること、市町村には地域包括支援センターの事業の実施状

況の評価が義務づけられます。 

 

２） 認知症施策の推進 

認知症施策をより一層推進させるため、新オレンジプランの基本的な考え方が介護

保険制度に位置づけられます。 

 

３） 居宅サービス事業所等の指定に対する保険者の関与強化 

市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう、都道府県による指定に関して、

拒否や条件付加を可能にする仕組みが導入されます。 

また、小規模多機能型居宅介護等をさらに普及させる観点から、地域密着型通所

介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に達しているとき等に、事業所の指

定を拒否できる仕組みが導入されます。 

 

４） 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化 

悪質な有料老人ホーム※に対する事業停止命令措置が新設されます。 

また、事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、

前払金を受領する場合の保全措置の義務対象が拡大されます。 

 

５） 介護保険適用除外施設の住所地特例の見直し 

介護保険適用除外施設（障がい者支援施設等）を退所して介護保険施設等に入

所した場合に、適用除外施設の所在市町村の給付費が過度に重くならないよう、適用

除外施設入所前の市町村が保険者となります。 
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第２章  本市の高齢者を取り巻く状況等 

１ 人口等の状況 

(１)人口構造 

平成29（2017）年10月１日現在の本市の人口構造をみると、男女ともに65～69歳が最も多く

なっています。平均寿命等からみて、今後さらに高齢化が進行することは明らかです。 

 

【人口ピラミッド】 
≪男性 29,464 人≫          ≪女性 31,738 人≫ 

 
※資料：住民基本台帳（平成29（2017）年10月１日現在） 
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(２)高齢者人口の状況と見込み 

第２号被保険者※、40歳未満、総人口については平成24（2012）年以降減少傾向ですが、

第1号被保険者※については増加傾向であり、平成29（2017）年10月１日現在で総人口61,202

人、第１号被保険者数19,485人となっています。 

人口は減少傾向にありますが、高齢化率は上昇を続けており、平成29（2017）年10月１日現

在で31.8％、後期高齢化率16.9％となっています。 

コーホート変化率法※による平成37（2025）年までの人口推計結果では、第２号被保険者、

40歳未満、総人口ともに減少を続け、第１号被保険者は平成30（2018）年までは増加し、その

後減少していきます。 

団塊の世代が75歳に到達する平成37（2025）年には、高齢化率が34.1％、後期高齢化率が

20.2％に達する見込みです。 

（単位：人） 

 

※資料（実績値）：住民基本台帳（各年10月１日現在）、平成30（2018）年以降は推計値 

 

 
※資料（実績値）：住民基本台帳（各年10月１日現在）、平成30（2018）年以降は推計値 

  

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成37年

17,863 18,427 18,915 19,151 19,298 19,485 19,606 19,559 19,577 19,226

内後期高齢者
（75歳以上）

9,961 10,054 10,065 10,072 10,230 10,349 10,370 10,449 10,379 11,370

20,956 20,467 20,032 19,678 19,468 19,249 18,996 18,897 18,691 17,702

24,945 24,392 23,833 23,345 22,884 22,468 22,036 21,605 21,204 19,372

63,764 63,286 62,780 62,174 61,650 61,202 60,638 60,061 59,472 56,300

28.0% 29.1% 30.1% 30.8% 31.3% 31.8% 32.3% 32.6% 32.9% 34.1%
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（65歳以上）
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（40～64歳）
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総人口

高齢化率

後期高齢化率

年齢
人口実績（外国人を含む）

24,945 24,392 23,833 23,345 22,884 22,468 22,036 21,605 21,204 19,372
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0
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40歳未満 第２号被保険者

（40～64歳）

第１号被保険者

（65歳以上）

高齢化率 後期高齢化率

→ 実績値（各年10月１日現在） 推計値 ⇒
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(３)要介護（要支援）認定者の状況と見込み 

要介護（要支援）認定者数の実績をみると、平成24（2012）年以降、増加傾向となっており、

平成29（2017）年９月末時点で3,206人です。 

平成30（2018）年以降、高齢化率の上昇見込みに伴い、認定者数も増加する見込みとなっ

ています。 

（単位：人） 

 

※資料（実績値）：介護保険事業状況報告月報（各年9月末時点）、平成30（2018）年以降は推計値 

 

 
※資料（実績値）：介護保険事業状況報告月報（各年9月末時点）、平成30（2018）年以降は推計値 

 

  

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成37年

要支援１ 410 473 540 577 562 568 575 580 582 592

要支援２ 314 360 319 342 331 308 315 319 323 329

要介護１ 684 752 788 769 791 845 853 862 866 884

要介護２ 409 385 360 367 354 356 360 363 365 375

要介護３ 288 298 307 318 316 315 321 326 329 344

要介護４ 394 385 398 416 423 480 491 502 511 530

要介護５ 354 315 339 308 320 334 342 345 347 354

総認定者数 2,853 2,968 3,051 3,097 3,097 3,206 3,257 3,297 3,323 3,408

認定者数実績（第２号被保険者を含む） 第７期計画期間
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314
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総認定者数

推計値 ⇒
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２ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査からみる高齢者の状況 

(１)現在の介護保険に対する評価について 

現在の介護保険に対する評価についてみると、全体では「実際に介護サービスを利用して

いないので、満足できるものかどうか、よく分からない」が58.4％と最も割合が高く、次いで「自分

や家族に介護が必要になった場合、介護サービスの利用だけでは不安である」13.8％、「将来、

介護サービスを利用するかどうか分からないのに、介護保険料を払わなければならない等、不

満がある」10.2％、「介護保険によって、自分や家族の介護に対する不安がかなり解消され、全

体的に満足している」8.6％の順となっています。 

 

(２)介護保険のあり方について 

介護保険のあり方についてみると、全体では「介護保険料が高くなりすぎないよう、介護サー

ビスの内容や自己負担のあり方を見直し、費用を抑制すべきである」が51.6％と最も割合が高

く、次いで「よく分からない」24.0％、「介護保険料の額が高くなっても、在宅サービス（訪問介

護、通所介護等）をより充実すべきである」9.8％、「介護保険料の額が高くなっても、施設サー

ビス（施設整備等）をより充実すべきである」6.2％の順となっています。 

 

  

58.4%

13.8%

10.2%

8.6%

1.2%

7.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

(n=1,932)

実際に介護サービスを利用していないので、

満足できるものかどうか、よく分からない

自分や家族に介護が必要になった場合、

介護サービスの利用だけでは不安である

将来、介護サービスを利用するかどうか

分からないのに、介護保険料を払わなけれ
ばならない等、不満がある

介護保険によって、自分や家族の介護に

対する不安がかなり解消され、全体的に
満足している

その他

無回答

51.6%

24.0%

9.8%

6.2%

1.4%

7.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

(n=1,932)
介護保険料が高くなりすぎないよう、

介護サービスの内容や自己負担のあり方

を見直し、費用を抑制すべきである

よく分からない

介護保険料の額が高くなっても、

在宅サービス（訪問介護、通所介護等）
をより充実すべきである

介護保険料の額が高くなっても、

施設サービス（施設整備等）をより

充実すべきである

その他

無回答
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(３)将来の住まいと介護サービスの利用について 

将来の住まいと介護サービスの利用についてみると、全体では「介護が必要になっても、で

きる限り、現在の住まいや地域に住み続けたい」が37.0％と最も割合が高く、次いで「今のとこ

ろ、よく分からない」36.3％、「介護が必要になったときに、施設（特別養護老人ホーム等）に入

所したい」18.8％、「ケア付き住宅（高齢者向けの各種サービスの利用が可能な住宅）に早めに

住み替えたい」3.3％の順となっています。 

 

 

  

37.0%

36.3%

18.8%

3.3%

0.5%

4.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

(n=1,932)

介護が必要になっても、できる限り、

現在の住まいや地域に住み続けたい

今のところ、よく分からない

介護が必要になったときに、施設

（特別養護老人ホーム等）に入所したい

ケア付き住宅（高齢者向けの各種サービス

の利用が可能な住宅）に早めに住み替えたい

その他

無回答

35.2%

35.4%

35.9%

39.0%

39.2%

3.6%

4.7%

3.3%

2.3%

2.5%

21.2%

21.9%

18.7%

17.3%

15.4%

34.6%

34.1%

35.4%

36.7%

40.0%
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0.3%

0.3%

0.3%

4.9%
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4.4%
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

観音寺北部（観中等）
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介護が必要になっても、できる限り、現在の住まいや地域に住み続けたい

ケア付き住宅（高齢者向けの各種サービスの利用が可能な住宅）に早めに住み替えたい

介護が必要になったときに、施設（特別養護老人ホーム等）に入所したい

今のところ、よく分からない

その他

無回答
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(４)人生の最期を迎えるときが来た場合、どこで過ごしたいかについて 

人生の最期を迎えるときが来た場合、どこで過ごしたいかについてみると、全体では「最期ま

で自宅で過ごしたい」が32.7％と最も割合が高く、次いで「よくわからない」24.2％、「医療機関

に入院したい」21.0％、「老人ホーム等の施設に入所したい」8.5％、「自宅で療養したいが、難

しい」8.2％の順となっています。 

 

 

(５)高齢化が進行していく社会において、重要と思う方策について 

高齢化が進行していく社会において、重要と思う方策についてみると、全体では「健康づくり

や介護予防」が43.2％と最も割合が高く、次いで「介護サービス施設等の量的充実」36.6％、

「介護サービスの質の向上」35.8％、「地域医療の充実」28.8％、「地域で支え合う体制の充実」

24.1％、「認知症高齢者対策の推進」23.1％の順となっています。 

  

32.7%

24.2%

21.0%

8.5%

8.2%

0.8%

4.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

最期まで自宅で過ごしたい

よくわからない

医療機関に入院したい

老人ホーム等の施設に入所したい

自宅で療養したいが、難しい

その他

無回答

(n=1,932)

43.2%

36.6%

35.8%

28.8%

24.1%

23.1%

16.4%

13.8%

9.9%

7.1%

4.2%

4.2%

5.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

健康づくりや介護予防

介護サービス施設等の量的充実

介護サービスの質の向上

地域医療の充実

地域で支え合う体制の充実

認知症高齢者対策の推進

住宅や交通等の住環境の充実

高齢者活躍の場の確保（活躍の場への誘導）

災害時の援護体制の整備

交通安全の確保

高齢者虐待の防止

犯罪被害の防止

無回答

(n=1,932)
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(６)生活機能評価別リスク該当者について 

生活機能評価別リスク該当者の割合について全国平均値（全国455市区町村平均値）と比

較すると、運動器機能リスク（観音寺市21.7％、全国平均値18.2％）、栄養改善リスク（観音寺

市7.6％、全国平均値7.4％）、咀嚼機能リスク（観音寺市33.9％、全国平均値31.9％）、閉じこ

もりリスク（観音寺市18.9％、全国平均値18.7％）認知症リスク（観音寺市49.9％、全国平均値

44.1％）、うつリスク（観音寺市45.3％、全国平均値40.9％）で全国平均値を上回っており、特

に認知症リスクが高くなっています。 

 

 

 

 

※全国平均値：平成29（2017）年10月13日までに地域包括ケア「見える化」システム※に 

本指標が掲載された455市区町村の推計平均値。 

 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%
運動器機能リスク

栄養改善リスク

咀嚼機能リスク

閉じこもりリスク認知症リスク

うつリスク

IADLが低い

観音寺市 全国平均値

観音寺市 全国平均値

運動器機能リスク 21.7% 18.2%

栄養改善リスク 7.6% 7.4%

咀嚼機能リスク 33.9% 31.9%

閉じこもりリスク 18.9% 18.7%

認知症リスク 49.9% 44.1%

うつリスク 45.3% 40.9%

IADLが低い 9.3% 10.7%

【生活機能評価別リスク該当者の割合】



 

16 

 

(７)主観的幸福感、主観的健康観について 

主観的幸福感と主観的健康観について全国平均値（全国455市区町村平均値）と比較する

と、主観的幸福感（観音寺市39.7％、全国平均値44.8％）、主観的健康観（観音寺市70.9％、

全国平均値73.2％）とどちらも全国平均値より低くなっています。 

 

※主観的幸福感：「あなたは、どの程度幸せですか」 8点以上 

※主観的健康観：「現在のあなたの健康状態はいかがですか」 1.とてもよい、2.まあよい 

※全国平均値：平成29（2017）年10月13日までに地域包括ケア「見える化」システムに 

本指標が掲載された455市区町村の推計平均値。 

 

(８)地域の活動への参加状況について 

地域の活動への参加状況について全国平均値（全国455市区町村平均値）と比較すると、

ボランティアのグループ（観音寺市18.0％、全国平均値14.1％）は全国平均値より高くなってい

ますが、その他の活動への参加状況は全国平均値より低くなっています。 

 

※全国平均値：平成29（2017）年10月13日までに地域包括ケア「見える化」システムに 

本指標が掲載された455市区町村の推計平均値。  

73.2%

44.8%

70.9%

39.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

主観的健康観

主観的幸福感

観音寺市 全国平均値

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

①ボランティア

のグループ

②スポーツ関係

のグループやク

ラブ

③趣味関係の

グループ

④学習・教養

サークル

観音寺市 全国平均値

観音寺市 全国平均値

①ボランティアのグループ 18.0% 14.1%

②スポーツ関係のグループやクラブ 16.4% 21.8%

③趣味関係のグループ 24.8% 28.5%

④学習・教養サークル 10.6% 10.9%

【地域活動への参加状況】
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３ 在宅介護実態調査結果にみる高齢者の状況 

(１)介護のための離職の有無について 

介護のための離職の有無についてみると、全体では「介護のために仕事を辞めた家族・親

族はいない」が59.0％と最も割合が高く、次いで「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」

11.3％、「わからない」3.6％、「主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）」

2.3％の順となっています。 

 

 

 

(２)在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービスについて 

在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービスについてみると、全体では「特になし」

が24.4％と最も割合が高く、次いで「外出同行（通院、買い物等）」22.6％、「移送サービス（介

護・福祉タクシー等）」21.0％、「掃除・洗濯」17.9％の順となっています。 

 

  

11.3%

2.3%

1.9%

1.0%

59.0%

3.6%

21.3%

0% 20% 40% 60% 80%

合計(n=478)

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事

を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族

はいない

わからない

無回答

17.3%

13.3%

17.9%

12.8%

11.9%

22.6%

21.0%

17.3%

12.2%

3.8%

24.4%

17.3%

0% 20% 40%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物等）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計(n=624)
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(３)主な介護者の働き方の調整の状況 

主な介護者の働き方の調整の状況についてみると、全体では「②介護のために、「労働時間

を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」が40.6％と最

も割合が高く、次いで「①特に行っていない」27.9％、「③介護のために、「休暇（年休や介護休

暇等）」を取りながら、働いている」21.8％、「⑤介護のために、②～④以外の調整をしながら、

働いている」18.2％の順となっています。 

 

 

  

27.9%

40.6%

21.8%

3.0%

18.2%

1.2%

3.6%

0% 20% 40% 60%

合計(n=165)

①特に行っていない

②介護のために、「労働時間を調整

（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰

・中抜け等）」しながら、働いている

③介護のために、「休暇（年休や介護

休暇等）」を取りながら、働いている

④介護のために、「在宅勤務」を利用

しながら、働いている

⑤介護のために、②～④以外の調整

をしながら、働いている

⑥わからない

無回答
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(４)主な介護者の就労継続の可否に係る意識 

主な介護者の就労継続の可否に係る意識についてみると、全体では「問題はあるが、何とか

続けていける」が57.0％と最も割合が高く、次いで「続けていくのは、やや難しい」14.5％、「問

題なく、続けていける」、「続けていくのは、かなり難しい」10.3％の順となっています。 

 

 

 

(５)今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 

今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護についてみると、全体で

は「夜間の排泄」、「認知症状への対応」が35.7％と最も割合が高く、次いで「入浴・洗身」

34.4％、「外出の付き添い、送迎等」25.6％、「日中の排泄」24.2％の順となっています。 

 

 

  

10.3% 57.0% 14.5% 10.3%

1.2%

6.7%

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

合計(n=165)

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない 無回答

24.2%

35.7%

13.5%

34.4%

5.7%

9.4%

13.1%

25.6%

11.7%

35.7%

4.7%

12.1%

10.4%

4.5%

3.5%

3.1%

0.8%

3.9%

0% 20% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=512)
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４ 介護保険サービスの利用状況 

 

各サービス別に第６期計画で見込んだ計画値と実績値を比較して、第６期計画の評価・
分析を行いました。 

 

※給付実績   「介護保険事業状況報告」（平成30年1月時点）から集計（単位：千円） 

（平成27年度は年報、平成28年度は月報12か月分から） 

※計 画 値   第６期介護保険事業計画の目標値（単位：千円） 

※計画対比   給付実績÷計画値で、計画値に対しての割合を算出  

         ※千円単位以下の関係で、率が一致しない場合があります。 

(１)予防給付（介護予防サービス） 

介護予防サービスの給付費合計をみると、平成27（2015）年度は計画対比90.6％、平成28

（2016）年度は100.1％と概ね計画どおりとなっています。サービス別にみると、介護予防短期

入所療養介護（病院等）、介護予防短期入所生活介護等で計画値を上回る結果となっていま

す。 

サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

（１）介護予防サービス 246,801  272,499  90.6% 208,167  207,988  100.1% 

 

①介護予防訪問介護 52,588  57,357  91.7% 35,799  29,042  123.3% 

 
人数（人／年） 2,546  2,565  99.3% 1,796  1,301  138.0% 

②介護予防訪問入浴介護  16  0  - 0  0  - 

 

回数（回／年） 2  0  - 0  0  - 

人数（人／年） 2  0  - 0  0  - 

③介護予防訪問看護 3,870  3,683  105.1% 1,704  3,722  45.8% 

 

回数（回／年） 757  761  99.5% 319  771  41.4% 

人数（人／年） 166  144  115.3% 86  146  58.9% 

④介護予防訪問リハビリテーション 626  0  - 609  0  - 

 

回数（回／年） 226  0  - 220  0  - 

人数（人／年） 31  0  - 23  0  - 

⑤介護予防居宅療養管理指導  1,949  1,384  140.8% 1,821  1,398  130.2% 

 
人数（人／年） 252  186  135.5% 232  189  122.8% 

⑥介護予防通所介護 76,483  74,490  102.7% 50,451  37,665  133.9% 

 
人数（人／年） 3,276  2,536  129.2% 2,245  1,283  175.0% 

⑦介護予防通所リハビリテーション 72,101  89,072  80.9% 70,665  90,017  78.5% 

 
人数（人／年） 2,448  2,457  99.6% 2,518  2,488  101.2% 

⑧介護予防短期入所生活介護  4,357  2,363  184.4% 6,328  2,388  265.0% 

 

日数（日／年） 983  436  225.5% 1,111  441  251.9% 

人数（人／年） 146  79  184.8% 209  80  261.3% 
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サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

 

⑨介護予防短期入所療養介護  

（老健） 
1,163  1,330  87.4% 1,250  1,344  93.0% 

 

日数（日／年） 150  185  81.1% 167  188  88.8% 

人数（人／年） 50  47  106.4% 52  47  110.6% 

⑩介護予防短期入所療養介護  

（病院等） 
656  139  471.6% 861  141  610.8% 

 

日数（日／年） 98  18  544.4% 138  18  766.7% 

人数（人／年） 19  0  - 26  0  - 

⑪介護予防 

特定施設入居者生活介護  
8,151  16,908  48.2% 12,728  16,224  78.4% 

 
人数（人／年） 118  228  51.8% 179  216  82.9% 

⑫介護予防福祉用具貸与  14,548  12,688  114.7% 16,369  12,847  127.4% 

 
人数（人／年） 3,124  2,563  121.9% 3,605  2,595  138.9% 

⑬特定介護予防福祉用具販売  2,277  2,880  79.1% 2,000  2,901  68.9% 

 
人数（人／年） 111  139  79.9% 91  140  65.0% 

⑭介護予防住宅改修 8,017  10,205  78.6% 7,584  10,299  73.6% 

 
人数（人／年） 124  138  89.9% 116  139  83.5% 

 

(２)予防給付（地域密着型介護予防サービス） 

地域密着型介護予防サービスの給付費合計をみると、平成27（2015）年度は計画対比

123.9％、平成28（2016）年度は112.8％と計画値を上回る結果となっています。 

サービス別にみると、介護予防認知症対応型通所介護で計画値を上回る結果となっていま

す。 

 

サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

（2）地域密着型介護予防サービス 7,429  5,996  123.9% 3,444  3,053  112.8% 

 

①介護予防認知症対応型通所介護 1,258  120  1047.9% 685  121  566.3% 

 

回数（回／年） 149  15  993.3% 97  15  646.7% 

人数（人／年） 34  4  850.0% 26  4  650.0% 

②介護予防 

小規模多機能型居宅介護  
0  0  - 0  0  - 

 
人数（人／年） 0  0  - 0  0  - 

③介護予防 

認知症対応型共同生活介護  
6,172  5,876  105.0% 2,759  2,932  94.1% 

 
人数（人／年） 31  24  129.2% 13  12  108.3% 
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(３)予防給付（介護予防支援） 

介護予防支援の給付費をみると、平成27（2015）年度は計画対比116.1％、平成28（2016）

年度は150.7％と計画値を上回る結果となっています。 

 

サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

（3）介護予防支援 35,245  30,359  116.1% 32,351  21,472  150.7% 

 人数（人／年） 8,030  7,227  111.1% 7,348  5,122  143.5% 

 

(４)介護給付（居宅サービス） 

居宅サービスの給付費合計をみると、平成27（2015）年度は計画対比91.7％と概ね計画ど

おり、平成28（2016）年度は84.8％と計画値をやや下回っています。 

サービス別にみると、居宅療養管理指導等で計画値を上回る結果となっています。 

 

サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

（４）居宅サービス 1,356,015  1,478,310 91.7% 1,201,478  1,416,394 84.8% 

 

①訪問介護 154,693  178,154  86.8% 139,942  193,065  72.5% 

 
回数（回／年） 60,201  66,919  90.0% 55,174  72,389  76.2% 

人数（人／年） 2,762  3,110  88.8% 2,691  3,218  83.6% 

②訪問入浴介護 28,602  37,001  77.3% 27,780  38,858  71.5% 

 
回数（回／年） 2,518  3,249  77.5% 2,445  3,419  71.5% 

人数（人／年） 498  528  94.3% 443  555  79.8% 

③訪問看護 28,000  26,004  107.7% 27,529  27,241  101.1% 

 
回数（回／年） 5,256  4,469  117.6% 5,303  4,687  113.1% 

人数（人／年） 750  653  114.9% 862  683  126.2% 

④訪問リハビリテーション 13,222  14,391  91.9% 12,799  14,996  85.3% 

 
回数（回／年） 4,691  4,893  95.9% 4,465  5,108  87.4% 

人数（人／年） 399  365  109.3% 350  382  91.6% 

⑤居宅療養管理指導 16,755  14,529  115.3% 17,702  15,105  117.2% 

 人数（人／年） 1,970  1,654  119.1% 2,096  1,723  121.6% 

⑥通所介護 440,744  465,094  94.8% 313,072  359,843  87.0% 

 
回数（回／年） 58,941  60,873  96.8% 42,532  62,827  67.7% 

人数（人／年） 5,262  5,748  91.5% 3,808  5,933  64.2% 
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サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

 

⑦通所リハビリテーション 279,351  319,938  87.3% 280,972  330,545  85.0% 

 
回数（回／年） 33,877  40,561  83.5% 34,118  41,910  81.4% 

人数（人／年） 3,536  4,222  83.8% 3,498  4,364  80.2% 

⑧短期入所生活介護 146,829  133,075  110.3% 141,554  138,360  102.3% 

 
日数（日／年） 19,409  16,587  117.0% 18,736  17,249  108.6% 

人数（人／年） 1,547  1,401  110.4% 1,725  1,453  118.7% 

⑨短期入所療養介護（老健） 36,823  55,812  66.0% 36,657  58,018  63.2% 

 
日数（日／年） 3,662  5,672  64.6% 3,569  5,900  60.5% 

人数（人／年） 657  792  83.0% 627  825  76.0% 

⑩短期入所療養介護（病院等） 4,934  4,870  101.3% 6,101  5,026  121.4% 

 
日数（日／年） 489  580  84.3% 611  599  102.0% 

人数（人／年） 77  72  106.9% 92  72  127.8% 

⑪特定施設入居者生活介護  110,089  120,039  91.7% 101,797  121,621  83.7% 

 人数（人／年） 615  660  93.2% 571  672  85.0% 

⑫福祉用具貸与 83,498  88,193  94.7% 83,717  92,006  91.0% 

 人数（人／年） 6,532  6,406  102.0% 6,499  6,649  97.7% 

⑬特定福祉用具販売 3,600  5,221  69.0% 2,779  5,312  52.3% 

 人数（人／年） 163  200  81.5% 130  204  63.7% 

⑭住宅改修 8,873  15,989  55.5% 9,077  16,398  55.4% 

 人数（人／年） 126  168  75.0% 128  172  74.4% 
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(５)介護給付（地域密着型サービス） 

地域密着型サービスの給付費合計をみると、平成27（2015）年度は計画対比95.1％、平成

28（2016）年度は97.4％と概ね計画どおりとなっています。 

サービス別にみると、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護等で計画値を上回

る結果となっています。 

 

サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

（5）地域密着型サービス 576,119  605,770  95.1% 714,788  733,946  97.4% 

 

①定期巡回・ 

随時対応型訪問介護看護  
0  0  - 0  0  - 

 
人数（人／年） 0  0  - 0  0  - 

②夜間対応型訪問介護 0  0  - 0  0  - 

 
人数（人／年） 0  0  - 0  0  - 

③認知症対応型通所介護  54,551  79,745  68.4% 46,115  84,277  54.7% 

 

回数（回／年） 5,253  7,409  70.9% 4,831  7,811  61.8% 

人数（人／年） 517  671  77.0% 456  693  65.8% 

④小規模多機能型居宅介護  58,679  49,624  118.2% 59,343  51,369  115.5% 

 
人数（人／年） 311  312  99.7% 316  323  97.8% 

⑤認知症対応型共同生活介護  287,680  300,838  95.6% 290,407  303,067  95.8% 

 
人数（人／年） 1,271  1,308  97.2% 1,298  1,320  98.3% 

⑥地域密着型 

特定施設入居者生活介護  
0  0  - 0  0  - 

 
人数（人／年） 0  0  - 0  0  - 

⑦地域密着型介護老人福祉施設  

入所者生活介護 
175,209  175,563  99.8% 175,723  175,285  100.3% 

 
人数（人／年） 693  696  99.6% 705  696  101.3% 

⑧看護小規模多機能型居宅介護  0  0  - 0  0  - 

 
人数（人／年） 0  0  - 0  0  - 

⑨地域密着型通所介護 0  0  - 143,200  119,948  119.4% 

 
回数（回／年） 0  0  - 20,635  15,707  131.4% 

 人数（人／年） 0  0  - 1,957  1,488  131.5% 
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(６)介護給付（居宅介護支援） 

居宅介護支援の給付費をみると、平成27（2015）年度は計画対比96.4％、平成28（2016）年

度は93.5％と概ね計画どおりとなっています。 
 

サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

（6）居宅介護支援 148,578  154,126  96.4% 148,796  159,217  93.5% 

 人数（人／年） 11,084  12,061  91.9% 10,870  12,469  87.2% 

 

(７)介護給付（介護保険施設サービス） 

介護保険施設サービスの給付費合計をみると、平成27（2015）年度は計画対比93.5％、平

成28（2016）年度は92.5％と概ね計画どおりとなっています。 

 

サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

（７）介護保険施設サービス 2,338,842  2,500,687  93.5% 2,312,696  2,499,622  92.5% 

 

①介護老人福祉施設 891,450  957,778  93.1% 888,185  956,812  92.8% 

 人数（人／年） 3,752  3,888  96.5% 3,768  3,888  96.9% 

②介護老人保健施設 1,014,611  1,081,128  93.8% 1,015,061  1,079,959  94.0% 

 人数（人／年） 4,067  4,236  96.0% 4,083  4,236  96.4% 

③介護療養型医療施設 432,781  461,781  93.7% 409,450  462,851  88.5% 

 人数（人／年） 1,276  1,294  98.6% 1,227  1,294  94.8% 

 

 

(８)総給付費 

総給付費をみると、平成27（2015）年度は計画対比93.3％、平成28（2016）年度は91.7％と

概ね計画どおりとなっています。 

 

サービスの種類 
平成 27 年度 平成 28 年度 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比 

（８）総給付費 4,709,029  5,047,747  93.3% 4,621,721  5,041,692  91.7% 

予防給付費計 289,475  308,854  93.7% 243,962  232,513  104.9% 

介護給付費計 4,419,554  4,738,893  93.3% 4,377,758  4,809,179  91.0% 
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５ 介護保険サービスの特徴 

 

ここでは、地域包括ケア「見える化」システムを活用して、本市の状況を全国、香川県及

び県内他市と比較して、特徴をみています。 

 

(１)要介護（要支援）認定率の特徴 

平成29（2017）年４月末時点の本市の要介護（要支援）認定率は、全国平均や香川県平均、

他市と比較しても低くなっています。 

 

 

 

(２)サービス受給率の特徴 

サービス受給状況を他市と比較してみると、本市の特徴としては、在宅サービスの受給率が

低く、施設サービスの受給率が高い傾向にあります。 

 

 
※施設・居住系・在宅サービスの区分については次ページ参照  
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(３)第１号被保険者１人あたり給付月額の特徴 

平成28（2016）年の第１号被保険者１人あたり給付月額の状況をみると、本市は施設及び居

住系サービスの給付月額12,429円、在宅サービス7,452円となっており、全国平均（施設及び

居住系9,728円、在宅11,317円）、香川県平均（施設及び居住系10,427円、在宅12,345円）と

比べると、施設及び居住系サービスは高く、在宅サービスは低くなっています。 

 

 

 

 

※施設・居住系・在宅サービスの区分  

○施 設：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、  

地域密着型介護老人福祉施設 

○居住系：特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、  

地域密着型特定施設入居者生活介護  

○在 宅：特定施設入居者生活介護以外の居宅サービス（訪問介護、訪問看護、通所介護  等） 
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（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報
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６ 本計画における重点課題 

 

(１)高齢者の自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化と推進 

高齢化が進行する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性を維

持するためには、地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じ自立した生活を送

るための取り組みを推進することが重要となります。 

そのため、保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向け取り組むよう、①データに基

づく地域課題の分析と対応（取り組み内容・目標の介護保険事業計画への記載）、②適切な

指標による実績評価に取り組む必要があります。 

 

 

※出典：厚生労働省 

 

(２)医療計画等との整合性の確保 

平成29（2017）年度は第７次医療計画と第７期介護保険事業計画が同時に策定される年で

す。よって、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構

築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、

これらの計画の整合性を確保することが重要です。 

このため香川県と連携を図りながら、本計画における見込み量を算出する際、平成37（2025）

年の介護施設・在宅医療等の追加的需要を踏まえるとともに、第７期香川県高齢者保健福祉

計画、第七次香川県保健医療計画との整合を図る必要性があります。 
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(３)「我が事・丸ごと※」地域共生社会の推進 

これまで公的な福祉サービスは、高齢者・障がい者・子どもといった対象者ごとのニーズに対

して、それぞれ専門的なサービスを提供することで、福祉施策の充実・発展に寄与してきました。

しかし、介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援新制度等、各制度の成熟化が

進む一方で、人口減少、家族・地域社会の変容等により、既存の縦割りのシステムには課題が

生じています。具体的には、制度の対象とならない生活課題への対応や複合的な課題を抱え

る世帯への対応等、ニーズの多様化・複雑化に伴って対応が困難なケースが浮き彫りになって

きています。 

このため他人事を「我が事」に変えていくような働きかけと、地域の課題を「丸ごと」受け止め

る場の推進を図り、市民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援する

必要性があります。 

 

 

※出典：厚生労働省 

 

(４)介護離職ゼロに向けた取り組み 

国・香川県の施策と連携を図りながら介護人材の確保、処遇改善や介護職員養成講座等、

事業者支援に取り組むことで介護サービスの充実を図り、介護離職ゼロの推進に努める必要

があります。 

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28（2016）年６月２日閣議決定）では、「安心につながる

社会保障」に関連する取り組みの一環として、平成32（2020）年代初頭までに家族の介護を理

由とした離職の防止等を図るべく「介護離職ゼロ」を推進していくにあたり、必要な介護サービ

スの確保と、働く環境改善・家族支援を両輪として取り組むこととされています。 
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第３章  計画の基本理念と基本目標 

１ 計画の基本理念 

 

本計画は、団塊の世代と呼ばれる人たちがすべて75歳以上を迎える平成37（2025）年を

見据え、住み慣れた地域において安心して生活できるよう、行政の取り組みだけでなく、介

護・医療の関係機関による専門サービス、地域の多様な主体による活動等の地域コミュニ

ティ※の活性化を目指し、地域包括ケア構想の第１段階として策定した第６期計画に引き続

き、「ともに支え合い、健康・生きがい・安心の長寿社会を確立するまち・観音寺」を計画の

基本理念として掲げます。 

 

 

 

 

 

  

ともに支え合い、健康・生きがい・安心の 

長寿社会を確立するまち・観音寺 
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２ 計画の基本目標 

 

基本理念の実現に向けて、以下の３つの基本目標を設定します。 

 

 

 

基本目標１ はつらつとして、暮らしを楽しめるまちに 

～地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進～ 

住み慣れた地域において、高齢者ができるだけ健康を保って元気に暮らし続けることがで

きるよう、「元気印のかんおんじ21 第2次ヘルスプラン 観音寺市健康増進計画及び食育推

進計画」と連携を図り、健康寿命の延伸に向けた取り組みを推進するとともに、介護予防・重

度化防止の推進や生活支援の充実を図ります。また、高齢者が生きがいのある暮らしを送る

ことができるよう、高齢者の社会活動への参加を支援します。 

さらに、地域共生社会に向け、多様な主体が連携した包括的な支援体制を構築し、活動

や支援が充実した地域づくりを進めます。 

基本目標２ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちに 

～地域包括ケアシステムの深化・推進～ 

高齢者が地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、地域包括ケアシステムの深

化・推進を目指し、地域包括支援センターを中心に、地域ケア会議による自立支援の理念の

共有とケアマネジメント※力の向上、医療・介護連携の推進、生活支援コーディネーターの協

力による第２層協議体の設置と活動の支援を行う等関係機関や地域住民とのネットワークを形

成し、着実に地域包括ケアシステムの構築に向けて計画を推進していきます。 

基本目標３ 安心して介護保険サービスを受けられるまちに 

～介護保険サービスの適正な提供と基盤整備～ 

介護サービスを必要とする高齢者に対して適切なサービスが提供されるよう、「要介護（要

支援）認定の適正化」、「ケアプラン※の点検」及び「住宅改修等の点検」、適切な介護給付を

行うための「医療情報との突合・縦覧点検」、「介護給付費通知」の主要５事業の実施を柱と

し、介護給付実績データの活用等、介護給付の適正化に資する事業に取り組むことにより、

不適切な給付の削減と介護保険制度の信頼を確保し、持続可能な介護保険制度の構築を

図ります。 

また、福祉・介護人材の確保及び育成を推進してサービスの質の向上を図るとともに、平

成37（2025）年を見据えて介護保険サービスの基盤整備を図ります。 
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３ 施策の体系 

 

基本目標 基本施策 施策の方向 

基本目標１ 

はつらつとして、暮

らしを楽しめるま

ちに 

 

～地域共生社会の実

現に向けた取り組み

の推進～ 

１ 地域共生社会の実現に

向けた取り組みの推進 

(１)健康づくりの推進 

(２)介護予防の総合的な推進 

(３)地域共生社会の実現に向けた支援体制

づくりの推進 

２ 生きがいづくり・社会

参加の促進 

(１)生涯学習・生涯スポーツの充実 

(２)地域活動の充実 

(３)就労の支援 

 

基本目標２ 

住み慣れた地域で

安心して暮らせる

まちに 

 

～地域包括ケアシス

テムの深化・推進～ 

１ 地域包括ケアシステム

の深化・推進 

(１)地域包括支援センターの機能強化と 

地域ケア会議の充実 

(２)見守り・支え合い活動の充実 

(３)医療・介護連携の推進 

(４)生活支援サービスの充実 

(５)多様な住まいの確保 

２  高齢者の権利擁護※と

認知症施策の推進 

(１)権利擁護の推進 

(２)認知症施策の充実 

３ 高齢者にやさしいまち 

づくりの推進 

(１)福祉のまちづくりの推進 

(２)安全・安心対策の推進 

  

基本目標３ 

安心して介護保険

サービスを受けら

れるまちに 

 

～介護保険サービス

の適正な提供と基盤

整備～ 

１ 介護保険事業の充実 

(１)介護保険サービスの充実 

(２)地域支援事業の充実 

(３)介護保険サービスの質の確保・向上 

２ 介護保険制度の円滑な

運営 

(１)第７期における第１号被保険者保険料

の算定 

(２)介護人材の確保及び資質の向上 

(３)介護給付適正化事業の推進 
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第４章  施策の推進 

 

１ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進 

 

「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、地域

住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて

「丸ごと」つながることで、市民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会の

ことです。 

地域包括ケアシステムの深化・推進を図る中で、すべての市民・関係者等が地域の問題・

課題を「我が事」として捉え、お互いに支え合うことができる「地域共生社会」の実現を目指し

ます。 

 

(１)健康づくりの推進 

高齢者がいつまでも生涯現役で暮らすことの基本の一つは健康であることですが、健康づく

りや介護予防の取り組みは、高齢者のみならず、市民一人ひとりの主体的な取り組みが何より

も重要です。 

高齢期を迎える前から、市民の健康意識の向上を図り、要介護（要支援）状態の原因となる

生活習慣病※の予防に向けて、主体的な取り組みを促進します。 

 

① 「元気印のかんおんじ 21 第 2 次ヘルスプラン 観音寺市健康増進計画及び

食育推進計画」の推進 

市全体の健康づくりと食育の推進を目的として、ヘルスプラン推進会議で「栄養・食生活・

食育グループ」、「運動・身体活動グループ」、「休養・心の健康・アルコール・たばこグルー

プ」、「歯・口腔の健康グループ」、「生活習慣病の予防グループ」の５グループに分かれ、市

民の健康増進や食育活動を推進しています。 

今後も計画の基本理念である『目指せ「健康寿命」香川県１位！』を目指し、市民の健康

づくりと食育の推進を図るとともに、ライフステージに応じた自助・互助・共助・公助の取り組

みを推進します。 

 

② 各種団体の活動支援と参加促進 

“健康”とは本来一人ひとりが主体的に取り組むものですが、健康な体で健康な生活を送

るためには、一人ひとりの取り組みだけでは困難なこともあります。そのため、個人の取り組み

（自助）と合わせて、家庭・地域（共助・互助）、自治体等（公助）の社会全体で個人の主体

的な健康づくりを支援していくため、自治会、老人クラブ、民生委員児童委員※協議会、愛

育会、食生活改善推進協議会等、地域の各種団体においても、市民の健康意識を高める

ための様々な活動が展開されています。 

今後も引き続き、各種団体の活動について市民への情報提供や参加促進を図るとともに、

市民の健康づくりを支援する組織や各種団体等の育成に努めます。  

     はつらつとして、暮らしを楽しめるまちに 基本目標１ 
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(２)介護予防の総合的な推進 

単身世帯等が増加し、軽度の支援を必要とする高齢者が増加する中、生活支援の必要性

が求められ、ボランティア、ＮＰＯ※、民間企業等の多様な主体が介護予防・生活支援サービス

を提供することが必要です。 

高齢者が社会参加・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

者自らが担い手となり、多様な介護予防・生活支援サービスが提供できるような地域づくり等を

行うことで、介護予防を総合的に推進していきます。 

 

① 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

介護予防・日常生活支援総合事業は、地域の実情に応じて、市民等の多様な主体が参

画し、様々なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に

対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指しています。 

介護保険法の改正により本市では、平成28（2016）年４月に介護予防訪問介護、介護予

防通所介護を地域支援事業※の訪問型サービス※・通所型サービス※に移行し、自立支援、

重度化防止を目指し取り組んでいます。 

今後も引き続き、地域包括支援センターを中心に高齢者の「自立した生活」の視点に立ち、

介護予防、生活支援、社会参加の充実を推進します。 

 

② 市民の自主的な介護予防活動への支援 

高齢者が継続的に介護予防に取り組むためには、地域において、介護予防に資する活

動が広く実施され、高齢者が積極的にこれらの活動に参加し、介護予防に向けた取り組み

が地域全体で行える、自助、互助の仕組みづくりが必要不可欠です。 

そのために市民に介護予防に関する知識や技術を身につけてもらうための研修を行う等、

地域の介護予防の普及・啓発に取り組むことができるように活動支援を行います。 

 

(３)地域共生社会の実現に向けた支援体制づくりの推進 

① 包括的な支援体制づくりの推進 

福祉サービスは、これまで高齢者、子ども、障がい者等の分野ごとに整備され、推進してき

ましたが、近年では核家族化や一人親世帯の増加、地域のつながりの希薄化等により、家

族や地域社会による支援力は低下している傾向にあります。こうしたことを背景として複数分

野にまたがる課題を抱える世帯も増加しており、地域全体で支える力を再構築するとともに、

相談支援のあり方も対象者の状況に応じて分野を問わず包括的に行える体制づくりが求め

られています。 

地域包括支援センター、関係各課、観音寺市社会福祉協議会※等が連携し、ワンストップ

での包括的な相談支援づくりの推進に努めます。 
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② 共生型サービスの充実 

高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、平成30（2018）年

度から介護保険と障がい福祉両方の制度に新たに共生型サービスが位置づけられます。 

香川県や他市事例等を確認しつつ、市民に対してサービス内容等の周知を行っていきま

す。 

 

 

※出典：厚生労働省 

 

 

③ 障がい福祉サービス事業者との連携強化 

障がい福祉サービスと介護保険サービスでは重なる内容のサービスがありますが、これま

では65歳を迎えると障がい福祉サービスよりも介護保険サービスが優先され、障がい福祉サ

ービス事業所から介護保険サービス事業所へ移らなければならないケースがありました。 

今後は共生型サービスの開始によりこのような問題の解決が図られます。障がい福祉サー

ビス事業所との連携を強化し、必要とする人に必要なサービス提供ができるよう努めていきま

す。 
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２ 生きがいづくり・社会参加の促進 

(１)生涯学習・生涯スポーツの充実 

高齢化の進行により地域コミュニティの重要性が増しており、市民が生きがいを持ちながら

様々な活動に参加し自己実現を図ることは地域社会の活性化と高齢者の健康づくりにつなが

ります。 

高齢者の生活の充実・健康増進を目的とした生涯学習・生涯スポーツの振興に努めるととも

に、世代を超えた交流をしながら、いきいきと暮らせる地域社会の形成を図ります。 

 

① 生涯学習推進計画の策定と推進体制の充実 

生きがいづくりや市民参画による文化芸術のまちづくりを推進し、生涯学習推進計画の策

定に係る費用や効果について、各種資料の収集等調査・検討を行うとともに、公民館等で行

われる生涯学習活動や各種文化芸術に関する行事への参加を通して人材の発掘や育成に

取り組んでいます。 

生涯学習活動は、個人の生きがいや自己実現だけでなく、仲間を増やし、豊かな地域文

化をつくっていく上でも大きな役割を担っていることから、今後も引き続き、公民館活動や図

書館活動を中心に知識や技術の習得等の学習機会の提供に取り組んでいきます。 

また、市民のニーズに対応した講座やプログラムの充実、指導者の育成を行うとともに、施

設の計画的な整備、充実を行い、誰もが学び・楽しめる環境づくりを進めていきます。 

 

【生涯学習講座の実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 214,627 191,431 188,723 

 

② 公民館活動等の充実 

公民館等の社会教育関連施設では、一般教養講座の市民大学、女性大学、市民講座

等を開催しているほか、様々な文化団体や同好会が自主的な生涯学習活動を行っていま

す。 

公民館は地域コミュニティ活動の拠点となることから、今後利用者数や年齢層の拡大を図

るため講座等の開設時間や曜日等について検討を行い、学習内容についても年齢層等に

適した学習課題や教材の導入について検討を行っていきます。 

また、市民の心豊かでより充実した生涯学習活動を推進していくため、社会教育と学校教

育、公民館と学校、郷土資料館と学校、地域社会と学校との相互連携協力を図ります。 

 

【市民講座・地区公民館講座の実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

かんおんじ 

市民大学 

実施回数 (回) 12 12 11 

延参加者数(人) 933 1,033 867 

女性大学 
実施回数 (回) 10 10 10 

延参加者数(人) 886 954 907 

観音寺 

市民講座 

実施回数 (回) 240 240 240 

延参加者数(人) 3,694 3,720 3,450 
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③ スポーツ・レクリエーション活動の普及促進 

市民のスポーツ・レクリエーション活動として、観音寺市総合運動公園、萩の丘公園、一の

宮公園及び地区広場において、市老人クラブ連合会・市体育協会・体力づくり運動市民会

議等による各種スポーツ大会や教室、障がいを持つ高齢者にも参加できる軽スポーツを実

施しています。 

多様化する高齢者のニーズに対応するため、年齢や性別、体力等を考慮した内容により、

参加しやすい事業を提供するとともに、ニュースポーツを導入することで高齢者相互のコミュ

ニティが図られています。 

今後も引き続き、これまで参加者が多く好評な事業を継続していくとともに、高齢者や障が

いを持つ人も参加できる新たなニュースポーツを関係機関と連携しながら検討し、より多くの

人が参加できる事業を実施していきます。 

 

④ 情報提供、指導・相談の充実 

生涯学習に関する事業内容については、市広報紙や市ホームページ上において情報提

供を行っています。また、各種講座のパンフレット等の発行、生涯学習に関する相談の受け

入れ体制の整備等を行っています。 

生涯スポーツに関する事業等については、従来どおり、市広報紙、市ホームページ、チラ

シ等の発行により情報提供を行っています。 

今後も引き続き、生涯学習事業の情報提供や講座の周知、受講生の募集方法等につい

て、利用者のニーズを把握し、これまでよりさらに効率的な情報発信の方法を検討していくと

ともに、生涯スポーツの情報提供については、高齢者の参加が比較的多い事業等を活用し、

チラシ等を配布することによって、高齢者向けの事業等を情報発信していきます。 

 

⑤ 施設の有効活用と施設整備の推進 

公民館をはじめ関連施設が生涯学習施設としての役割を担っていますが、施設の老朽化

等や利用者のニーズ等に対応するため、公民館ではトイレの洋式化や身体障がい者用トイ

レの便座等の改修を図るとともに、市内スポーツ施設については、老朽化による改修時等に

おいて、バリアフリー※化等、すべての市民が利用しやすい施設整備を目指してきました。 

今後も引き続き、利用しやすい施設整備に向け、利用状況の把握に努め、地域における

施設の状況に応じて、利用者の目線に立った改修・改善等を行っていきます。 

また、すべての市民が利用しやすい施設を目指していくとともに、各施設の有効活用につ

いて引き続き検討、実施していきます。 
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(２)地域活動の充実 

住民の交流、近所づきあい等は、地域活動を充実していく上でも活動の土台となるものです。

地域住民同士が積極的に声かけや挨拶を行い、近隣とのつながりを深めるとともに地域活動

等への参加を通じて、お互いに支え合い助け合える地域づくりを推進します。 

また、高齢者が多様な活動に参加し、地域づくりの担い手として活躍できる機会の充実と地

域活動の指導者・リーダーの育成に努めます。 

 

① 老人クラブ活動の活性化 

観音寺市老人クラブ連合会では、高齢者の生きがいと健康づくりを目的としてグラウンド・

ゴルフ大会、ゲートボール大会、ペタンク大会、囲碁・将棋大会といったイベントや料理教室、

健康教室、手芸教室等、様々な地域活動を行っています。 

地域の生きがいづくり活動等において、地域福祉や介護予防の担い手としての役割も重

要となっていることから、今後も引き続き、老人クラブ活動の活性化を積極的に支援するとと

もに、クラブ間の交流を図り、活動の指導的な役割を担う人材を養成する等、老人クラブ活

動の活性化を促進します。 

 

【老人クラブ加入状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

老人クラブ数 (クラブ) 96 96 93 

会員数 (人) 7,345 7,315 7,076 

加入率 (％) 31.2 31.0 29.9 

 

② 団体・グループの育成と活動支援 

高齢者の生きがいづくり、地域での居場所づくり、活性化等を目的に、ゲートボール協会

やペタンク協会等に補助をし、活動支援を行っています。 

また、活動を通じての学習効果の発表の場として、観音寺市文化協会による市民文化祭

を毎年10月下旬から11月中旬にかけて市内の公共施設を中心に開催し、それぞれのクラブ

やグループの活動分野に応じて舞台で芸能発表を行ったり、展示ホールで作品展を行った

りしています。 

近年は団体数・会員数共に横ばいの状態が続いていますが、参加者の高齢化が進んで

おり、指導者不足も相まって団体自体の存続が難しい団体もあることから、今後も引き続き、

文化芸術団体に対して活動の場・交流の場を提供し、地域の団体やグループの活動を支援

するとともに、活動内容を市広報紙により紹介する等、高齢者の生きがいづくりや社会参加

を促進し、文化芸術活動を支援していきます。 

 

【文化芸術活動の状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

クラブ・グループ等団体数 

(文化協会のみ) （団体） 
86 84 88 

会員数(文化協会のみ) （人） 1,977 1,907 1,987 
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③ 指導者・リーダーの育成 

今後も少子高齢化が進行する中、団体やグループの核となる指導者・リーダーの育成は

重要となっていることから民生委員児童委員、自治会長、福祉委員等の研修会を開催し、

福祉意識の向上を図るとともに、ふれあい・いきいきサロン、ボランティアスクール等の講座を

開催し、リーダー養成に努めています。 

地域包括ケアシステムを深化・推進していくにあたり、住民が地域の生活課題の解決に積

極的に関わることができる体制を整備することが重要であることから、今後も引き続き、指導

者・リーダーの養成と確保及び育成支援を推進します。 

 

④ 世代間交流の充実 

地域に密着した行事を行い、子どもから高齢者まで、ふれあう機会が少ない者同士が文

化、運動等を通して世代を超えてふれあうことで、お互いに支え合って暮らしていける地域づ

くりを推進しています。その一環として地域サロン活動等が活発に行われています。 

今後も、教育委員会、自治会等と連携を深めるとともに、地域サロン活動等、地域住民が

自由に参加できる活動の支援や高齢者による地域伝統芸能、郷土文化の伝承を中心とした

交流内容の充実を図り、世代間交流の相乗作用により互いによい影響を与え合うような交流

活動の充実を目指します。 

また、高齢者による子どもの地域の居場所づくりについて検討していきます。 

 

【地域サロン活動の状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

延参加者数 (人) 14,547 15,970 14,684 
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(３)就労の支援 

急速に高齢化が進行する中、高齢者が心身ともに健康で充実した生活を送ることを目指し

ています。そのためには、役割・生きがいを持つことや、社会参加が重要であることから、これま

で培ってきた知識や技術を活かし、個々の就労ニーズに応じた働き方ができる環境整備を推

進します。 

 

① シルバー人材センターの充実 

シルバー人材センターは、高齢者が長年培った知識や技術を活かし地域に密着した業務

を提供することにより、臨時的、短期的な就業機会を確保する活動を行っています。 

年金支給開始年齢の引き上げ等により高齢者の就業者が増加しており、生活の充実のた

め就業機会の確保・提供、就業を通じた地域社会への貢献に資するためにもシルバー人材

センターの担う役割が重要となっています。シルバー人材センターの基本理念である「自主・

自立、共働・共助」の下、高齢者が生涯現役の心構えで、健康で働く意欲を持ち続け、また

就業機会の確保・増大に努めるとともに、多様化する地域のニーズに応えるべく能力向上を

図り、シルバー人材センターが目指す地域活性化に取り組んでいます。 

今後も新しい分野での活動機会や就業に関する情報提供に努めるとともに、国の事業方

針等、情報収集を行い、組織の充実強化を促進することにより、高齢者が社会参加できるよ

う、積極的に就労への支援を行っていきます。 

 

【シルバー人材センターの状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

会員総数（人） 443 424 430 

契約件数（件） 3,793 3,825 3,708 

就業実人数（人） 352 377 360 

就業延人数（人/年） 44,440 46,262 46,178 

 

② 高齢者の活躍の場の確保・創出 

高齢化がますます加速している中、豊かな知識、経験、技術等を活かして、引き続き仕事

を続けたい、地域で活躍したいという意欲のある高齢者の増加が見込まれます。シルバー人

材センターで提供している臨時的・短期的業務だけでなく、これまで培ってきた知識や技術

を活かした働きがい、生きがいを生み出す就労のという形の「活躍の場」の確保・創出が一層

重要となってきます。 

今後も高齢者の就労機会を拡大するために、就労に関する情報提供等に努めるとともに、

高齢者の「活躍の場」をいかに地域社会の中に創出していくかを検討していきます。 
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１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

団塊の世代がすべて75歳以上となる平成37（2025）年へ向けて、高齢者が尊厳を保ちなが

ら、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、医療、介護、介護予防、住まい、

生活支援サービスが、日常生活の場で切れ目なく提供できる地域での体制（地域包括ケアシ

ステム）づくりを推進しています。 

 

(１)地域包括支援センターの機能強化と地域ケア会議の充実 

① 地域包括支援センターの機能強化 

観音寺市地域包括支援センターでは、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、

介護、福祉、健康、医療等、様々な面から総合的に支援を行っています。 

また、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域ケア会議の開催、生活支援サービスの

体制整備、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進等これまでの取り組みを深化、

充実させていく必要があります。さらに、支援する高齢者の増加に対応するために介護支援

専門員※の増員等体制を整備しています。 

今後は、地域包括ケアシステムの構築に向けて、各事業の充実が図れるよう適切な職員

配置と専門職の確保等を行い、地域包括支援センターの機能強化を図ります。 

 

【地域包括支援センターの体制】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

保健師(人) 5 5 4 

社会福祉士(人) 2 2 2 

主任介護支援専門員(人) 3 3 2 

介護支援専門員(人) 4 6 8 

 

② 総合相談の充実 

地域包括支援センターでは、高齢者の総合相談窓口として保健師、社会福祉士※、主任

介護支援専門員※等のスタッフが他の関係機関と協力しながら、高齢者本人やその家族か

ら寄せられる様々な相談や悩みに応じ、必要な支援を行っています。 

一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯、認知症や障がいを持つ高齢者や世帯の増加

等に伴い、支援困難なケースも増加していることから、今後も関係機関との連携を密にとり、

迅速かつ適切に初期対応ができるようネットワークを構築していくとともに、職員の研修や事

例検討の機会を増やし、スキルアップを図っていきます。 

 

【地域包括支援センターにおける相談件数】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

相談件数(件) 718 942 1,182 

延相談件数(件) 1,193 1,750 2,037 

  

     住み慣れた地域で安心して暮らせるまちに 基本目標２ 
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③ 地域ケア（個別）会議の開催とケアマネジメント力の向上 

地域ケア（個別）会議では、利用者・利用者家族・自治会長・民生委員児童委員・医師・

地域住民・サービス提供事業所・介護支援専門員・行政担当等、そのケースに関わる関係

者等の多職種が参加し、利用者の自立した生活を目指した支援の方法や、そのケースを取

り巻く環境等の課題解決に向けた話し合いを行うことで、個別利用者の課題を解決しながら、

ネットワークの構築や地域課題の把握等を行っています。 

近年は困難ケースを中心に開催してきましたが、今後は、困難ケースだけでなく、様々な

ケースを対象にすることで更なる関係機関のネットワークの構築や、地域課題の把握を行っ

ていきます。 

また、地域ケア（個別）会議を通して多職種が協働で利用者の生活上の課題を明確にし、

その生活課題の解決に向けて検討していくことで、介護支援専門員が利用者の生活上の課

題に視点を置き、高齢者の能力を最大限に活かし、自立に向けた生活を支援できるケアマ

ネジメント力の向上を図ります。 

 

【地域ケア（個別）会議の開催状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域ケア（個別）会議 

開催状況(回) 
6 3 3 

 

④ 地域ケア（推進）会議の充実 

地域ケア(個別)会議で個人のケースの自立支援等について検討する中で把握した地域

の課題については、地域ケア(推進)会議（市全域で共通する課題や地域だけでは解決でき

ない課題について検討する場）において、解決策の検討や政策提言を行っていきます。 

 

⑤ 地域包括支援センター等に関する情報の公表等 

地域包括支援センターの業務内容については、市の広報紙・観音寺市社会福祉協議会

の情報紙・市ホームページ等で周知するとともに、出前講座や介護予防教室等において、

市民や関係機関等に情報発信を行っています。 

今後も、地域包括支援センターの役割や業務内容等について、市ホームページの内容

見直しや充実を図るとともに、機会があるごとに市民や関係機関等に周知していきます。 
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(２)見守り・支え合い活動の充実 

① 「見守り」体制の整備 

要支援認定者や事業対象者及び家族、近隣住民、民生委員児童委員、関係機関等か

ら相談を受けた高齢者の支援や見守りを、近隣住民や関係機関と連携しながら継続的に実

施するとともに、一人暮らしや閉じこもりがちな高齢者で希望される人を対象に、介護予防サ

ポーターが「声かけ・見守り訪問活動」を行っています。さらに、認知症等の症状により徘徊

のおそれのある高齢者が行方不明となった場合に家族からの依頼を受け、身体的特徴や服

装等の情報を防災行政無線放送、メール（観音寺ホッとメール）配信することで地域住民や

関係機関の協力を得て、行方不明者の早期発見を目指している「認知症高齢者等徘徊

SOSネットワーク事業」について、家族や介護支援専門員に周知しています。 

今後も、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、近隣住民の声かけや

見守り等により、支え合える地域づくりと、関係機関と連携した「見守り」体制を整備していき

ます。 

 

② 生活困窮状態にある高齢者の支援 

虐待や総合相談にて、経済的に困窮しているケースや認知症による判断能力の低下によ

り、お金を上手に使えていないケースに直面する機会が多く、必要に応じて社会福祉課の生

活保護や生活困窮者自立支援事業※、観音寺市社会福祉協議会の日常生活自立支援事

業の各担当者間で連携を図り、制度につなぐことで、安定した生活が送れるように支援して

います。 

制度の適用や支援者の介入が必要なケースであっても、本人が拒むことがあり、制度やサ

ービスにつながらないこともあることから、今後も引き続き、事業や相談窓口の周知を行い、

支援が必要な時に適切に相談ができる体制を整えるとともに、関係機関との連携を図り、ス

ムーズに支援につなぐことができるよう対応を行っていきます。 

 

③ 高齢者の孤立死防止の取り組み 

孤立死防止の取り組みとして、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等に対し、民生委

員児童委員等からの報告により、総合相談として個別に対応を行っていますが、自治会に

属さない人等について報告にいたらないケースがあり、対応が困難な場合もあります。 

各地域にて、自分たちの地域を理解して支え合える関係性を構築するため、地域のリー

ダー等を中心に地域の中での関係を構築し、地域で見守り支え合いができるように支援して

いきます。 
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(３)在宅医療・介護連携の推進 

75歳以上の後期高齢者は、慢性疾患による受療が多い、複数の疾病にかかりやすい、要介

護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有しており、医療と介護の両方を必要

とすることが多いことから、できる限り住み慣れた地域や自宅で自分らしい暮らしを続けることが

できるよう、地域における医療、介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・

介護を提供することが重要です。 

 

① かかりつけ医等の啓発 

「かかりつけ医」とは、患者の一番身近にあって、健康相談や体調管理、病気になった時

の初期診断ときめ細かい診療を行ってくれる医師のことです。介護予防支援及び介護予防

教室や出前講座等において、かかりつけ医に医療・相談を行うことで個々が自分の健康管

理を行い、健康づくりに取り組めるよう推進しています。 

地域包括ケアシステムを深化・推進していくためには、身近なかかりつけ医との連携が重

要であることから、今後も引き続き、健康状態を把握し適切な医療を受け、健康寿命を延伸

することができるよう、かかりつけ医等を持つことの重要性の認識が高まるよう普及・啓発を図

ります。 

 

② 在宅医療の充実 

平成28（2016）年度から、医師会や薬剤師会、歯科医師会、訪問看護ステーション等の代

表者を集めた「在宅医療・介護連携に係る検討会」を開催しています。 

検討会では、医療機関以外の場所（在宅等）において療養生活を支援する中での現状や

課題の共有を図っています。さらに平成29（2017）年度に、医療・介護関係職種へ医療機関

等の担当窓口や往診及び訪問診療等の有無を示したリストを作成しました。 

在宅医療の充実のためには、多職種での支援が必要であるため、医療機関と介護事業

所がスムーズに連携を図ることができるような体制整備を図るとともに、平成30（2018）年度を

目途に市民に対し、在宅等での療養生活を支える医療資源と介護資源について情報発信

し、在宅療養について、市民自らが考える機会を持てるように普及・啓発を行っていきます。 

 

③ 在宅医療と介護の連携強化 

平成27（2015）年度は、在宅医療先進地の取り組み等を確認するため、三豊市との合同

開催で在宅医療・介護関係者の研修を行いました。平成28（2016）年度は、本市における在

宅支援を行う中での課題抽出のため、医師、医療機関相談員、介護支援専門員にアンケー

ト調査を実施し、その結果、多角的に本市の在宅医療・介護連携の課題や、今後必要な体

制の構築について検討する必要があると考え、今回アンケートを実施した三職種以外も交え、

平成28（2016）年度末から「在宅医療・介護連携に係る検討会」を開催し、課題となっている

連携体制の構築に向けて取り組みを行っています。 

今後も引き続き、在宅医療・介護連携の推進に向けて切れ目のない支援体制の構築のた

め課題の整理検討及び各資源の情報を集約し、関係機関で共有できるよう働きかけを行っ

ていきます。 
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(４)生活支援サービスの充実 

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、支援を要する高齢者やその家

族の多様なニーズに対応した、様々な生活支援サービスが適切に提供される必要があります。 

高齢者の介護予防・生活支援サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域にお

ける、生活支援等の体制整備に向けた調整役の「生活支援コーディネーター（地域支え合い

推進員）」とともに、地域で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくりや、定期的な情報

共有・連携強化等地域づくりの協議の場となる「第２層協議体（みんなで生活支援体制等につ

いて知恵を出し合って考える場）」を市内11地区（箇所）で立ち上げていきます。 

第２層協議体は、各地域の中で地域づくりに意欲がある市民や各関係団体のメンバー等が

中心となり、その地域の課題の把握や解決方法を検討していきます。日常生活圏域ニーズ調

査で課題として挙がっていた移動や買い物等の生活支援の問題についても、その地域の実情

に合った対応方法を検討していきます。 

 

 

 

【第２層協議体について】 

日常生活圏域 協議体設置地区名  日常生活圏域 協議体設置地区名 

観音寺北部圏域 

観音寺  
観音寺東部圏域 

豊田 

高室  一ノ谷 

伊吹  
大野原圏域 大野原 

観音寺中部圏域 

常磐  

柞田  
豊浜圏域 豊浜 

木之郷  

粟井    
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① 日常生活の支援 

１） 老人日常生活用具給付事業 

市内に住所を有する65歳以上の防火等に配慮が必要な一人暮らし高齢者等に対して自

動消火器、火災報知器、電磁調理器を給付しています。 

給付対象となる日常生活用具が安価で購入可能となったことに伴い、平成29（2017）年

度に住民税課税世帯について、給付に要する費用の１割を負担することに改めるとともに、

給付する日常生活用具の種目ごとに給付限度額を設けることにより、自己負担額の軽減を

図りました。 

今後も引き続き、一人暮らし高齢者等の日常生活が安全・安心できるよう、福祉の増進に

資するように事業の周知を図ります。 

 

【老人日常生活用具給付事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 3 2 2 

 

２） 老人入浴サービス事業 

市内に住所を有する65歳以上で、自宅に入浴設備がなくサービスを必要とする高齢者を

対象に入浴券（無料券）を１箇月に４枚、必要月数分交付しています。 

自宅に入浴設備がない高齢者を対象としてきましたが、長期にわたって入浴設備が壊れ

ている場合等も対象とし、無料入浴券を交付することで事業の充実化を図りました。 

高齢者の保健衛生と生きがいを高めることを目的として今後も引き続き事業を実施してい

きます。 

また、訪問系の事業やサービス事業者等と連携を図り、対象者の把握と利用勧奨に努め

ていきます。 

 

【老人入浴サービス事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 126 116 114 
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３） コミュニティ入浴券交付事業 

市内に住所を有する65歳以上の高齢者に対して、家に閉じこもりがちな高齢者のコミュニ

ケーションを深めるとともに、仲間づくりや生きがいづくりを図るため、コミュニティ入浴券（100

円の助成券）を48枚(４枚／月)を交付しています。 

今後も引き続き、仲間づくりや生きがいづくりにつながっていくよう、家に閉じこもりがちな

高齢者相互のコミュニケーションを図るとともに、事業の周知に努めます。 

 

【コミュニティ入浴券交付事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 1,579 1,574 1,760 

 

４） 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 

市内に住所を有する65歳以上の一人暮らし高齢者若しくは高齢者のみの世帯又は身体

障がい者であって、心身の障がい及び傷病により、寝具類の衛生管理が困難な人を対象に、

布団や毛布の洗濯乾燥消毒を行い、保健衛生の向上と家族の身体的、精神的な負担の軽

減を図っています。 

在宅の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加していることから、今後も対象者は

増加するものと考えられ、訪問系の事業やサービス事業者等と連携を継続し、対象者の把

握と利用勧奨に努めていきます。 

 

【寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 9 10 14 

 

５） 訪問理美容サービス事業 

市内に住所を有する65歳以上の高齢者のみの世帯又は身体障がい者であって、心身の

障がい及び傷病により、理容店や美容院に出向くことが困難な人を対象に、自宅で理美容

サービスを実施し高齢者の保健衛生及び福祉の向上を図っています。 

在宅の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加していることから、今後も対象者は

増加するものと考えられ、引き続き事業を推進します。 

 

【訪問理美容サービス事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 21 17 21 
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６） 福祉電話貸与事業 

市内に住所を有する65歳以上のねたきり高齢者又は一人暮らし高齢者若しくは外出困

難な一人暮らしの重度身体障がい者で、現在電話を設置していない住民税非課税世帯に

対して、福祉電話を貸与し、孤独感をやわらげ、地域社会との交流を行い、老人福祉及び

身体障がい者福祉の向上を図っています。 

対象となる一人暮らし高齢者世帯が増加していることから、一人で暮らす高齢者等が孤

立せず安心して在宅で暮らすため、事業の周知に努めるとともに今後も継続して実施してい

きます。 

 

【福祉電話貸与事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 6 6 6 

 

７） 緊急通報装置貸与事業 

市内に住所を有する65歳以上の一人暮らし高齢者若しくは一人暮らしの重度身体障が

い者で、日常生活の上で常時見守りが必要な住民税非課税世帯の高齢者等に、緊急通報

装置を貸与することにより、急病等の緊急時に迅速で適切な対応をします。平成29（2017）

年度に新たに通話機能付きＧＰＳ端末によるサービスの提供を開始し、選択肢の幅を広げま

した。 

対象となる一人暮らし高齢者世帯が増加していることや、一人で暮らす高齢者等が安心

して安全に暮らすためにも、緊急通報装置の果たす役割は大きいため、引き続き事業を推

進するとともに、利用対象者の確実な把握に努めます。 

 

【緊急通報装置貸与事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 101 102 90 

 

８） 生活管理指導短期宿泊事業 

市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、要介護（要支援）認定を受けておらず、虐待

等により一時的に保護を要する等、支援が必要な高齢者に対して養護老人ホームに短期

間の宿泊を実施し、日常生活に対する指導及び支援を行っています。 

今後も引き続き、対象者の状態に合わせた適切なサービスを提供し、対象者の健康管理

や介護予防、家族の介護負担の軽減につなげられるよう、事業内容の充実に努めます。 

 

【生活管理指導短期宿泊事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 0 2 3 
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９） 高齢者介護予防住宅改修費助成事業 

市内に住所を有する75歳以上の一人暮らし高齢者若しくは65歳以上の高齢者で構成さ

れる高齢者世帯に属する75歳以上の高齢者で、要介護（要支援）認定を受けておらず、生

活機能全般及び運動機能低下が認められる高齢者に対して、手すりの取り付け、床段差の

解消、滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更の住宅改修を行

ったときは、経費の９割を助成し、転倒防止等の介護予防並びに在宅生活の継続及び向上

を図っています。（※助成限度額は45,000円、助成限度額を超えた部分は、全額自己負担

です。） 

対象者の介護予防、家族の介護負担の軽減につなげられるよう、事業の周知に努めると

ともに、今後も継続して実施していきます。 

 

【高齢者介護予防住宅改修費助成事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 16 18 11 

 

② 介護者への支援 

１） 家族介護用品支給等事業 

市内に住所を有する65歳以上の住民税非課税世帯に属する高齢者で、要介護４・５に認

定された高齢者を在宅で介護している家族を対象に、年間75,000円を限度におむつ等の

介護用品を現物支給し、家族の介護に対する経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の

在宅生活の継続及び向上を図っています。また、家族介護用品支給事業対象者を除く、要

介護３～５と認定された高齢者に対しては、月額3,000円を限度におむつを現物支給してい

ます。 

今後も引き続き、住み慣れた在宅での生活を希望する要介護者の家族介護者に対して、

経済的負担等の軽減を図るため事業を継続して実施していきます。 

 

【家族介護用品支給等事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人)  328 312 339 

 

２） ねたきり者在宅介護手当支給事業 

市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、要介護４・５に認定された高齢者を在宅で１

箇月のうち15日以上介護している家族に対し月額5,000円を支給し、ねたきり者及びその介

護者の福祉の向上を図っています。 

重度の要介護者が可能な限り在宅での生活を維持・継続できるようにするためには、介

護に携わる家族の経済的負担の軽減を図ることが重要であることから、引き続き支給を継続

するとともに、在宅介護の資質向上を図ります。 

 

【ねたきり者在宅介護手当支給事業実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 (人) 187 174 189 
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(５)多様な住まいの確保 

高齢化が進むと同時に、ますます多様化が進む高齢者のライフスタイルに応じた住まいを確

保するためにも、高齢者の多様な住まいについて整備を促進していくことが求められています。 

高齢者の多様な住まいを確保するため、平成29（2017）年度には特別養護老人ホーム１箇

所、認知症高齢者グループホーム１箇所を整備しました。 

さらに多様化するニーズに柔軟に対応するため、養護老人ホーム１箇所（三豊市所在）の民

営化を行いました。その他、サービス付き高齢者向け住宅※１箇所と有料老人ホーム１箇所が

新たに整備され、現在市内には特別養護老人ホームが８箇所（地域密着型特別養護老人ホ

ーム２箇所を含む）、認知症高齢者グループホームが７箇所、ケアハウス※が１箇所、サービス

付き高齢者向け住宅が３箇所、有料老人ホーム２箇所が整備されています。 

今後も引き続き、高齢化率の上昇や高齢者のニーズ、市内整備状況、近隣市町の整備状

況等を勘案しながら、市内における整備を検討していきます。 

 

【高齢者の住まいの状況】（市内のみ） 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

特別養護老人ホーム 
箇所数(箇所) 7 7 7 

利用者数(人) 328 328 328 

認知症高齢者グループホーム 
箇所数(箇所) 6 6 6 

利用者数(人) 108 108 108 

ケアハウス 
箇所数(箇所) 1 1 1 

利用者数(人) 40 40 40 

サービス付き高齢者向け住宅 
箇所数(箇所) 2 3 3 

利用者数(人) 51 109 109 

有料老人ホーム 
箇所数(箇所) 1 1 2 

利用者数(人) 30 30 81 
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２ 高齢者の権利擁護と認知症施策の推進 

(１)権利擁護の推進 

高齢者虐待や消費者被害等、高齢者が権利を侵害される問題は、高齢者数の増加に伴い

重要な課題となっています。人権や様々な権利を侵害されることがないよう、高齢者虐待の防

止や各種の福祉サービスの適切な利用支援等、権利擁護の取り組みを進めます。 

 

① 高齢者への人権意識の高揚 

身体能力の低下や認知機能の低下、判断力の低下等から人権が侵害されないように、高

齢者一人ひとりが尊厳を持って安心して生活が送れるよう、すべての市民が高齢者への人

権意識を高めることが大切です。特に近年、高齢者に対する虐待が深刻な問題となっている

ことから、出前講座等により虐待防止に関する普及・啓発に努めています。 

今後も引き続き、市広報紙や啓発紙、各種イベント等において、高齢者への人権意識を

高める取り組みを継続するとともに、虐待が高齢者に対する深刻な人権問題であることを、高

齢者自身やその家族、サービス提供事業者をはじめすべての市民が自覚し、問題意識を高

めていけるよう普及・啓発活動を推進します。 

 

② 高齢者虐待防止のための取り組み 

高齢者が住み慣れた地域で尊厳を保ち安心して暮らしていくためには、すべての市民が

高齢者や社会福祉の問題を自分の問題と捉え、高齢者への人権意識を高めることが大切

です。 

また、認知症高齢者は増加傾向にありますが、認知症への理解が十分でなく、誤った対

応をすることにより、症状の悪化や介護の負担を重くすることがあります。認知症に対する正

しい理解と認識を深めてもらうためにこれまで以上の取り組みが求められています。 

関係機関との調整及び連携、啓発活動、養護者※に対する支援等その他高齢者虐待の

防止に関することを目的に「高齢者虐待防止地域連絡協議会」を開催し、高齢者虐待防止

法※の趣旨を踏まえ、地域包括支援センターを中心に通報体制の確立、虐待の防止及び早

期発見、養護者の支援に取り組んでいます。 

今後も引き続き、第１次的な相談窓口を地域包括支援センターとし、虐待防止及び早期

発見・早期対応に取り組みます。 

また、行政や地域包括支援センターが、虐待を見落とすことなく正しい判断ができる体制

をつくるとともに、対応した事案の点検・検証を通じて、職員の対応技量の維持・向上を図り

ます。 

 

【高齢者虐待相談件数】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

相談件数 (件) 152 121 106 
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③ 成年後見制度及び福祉サービス利用援助事業の利用促進 

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等で判断能力が低下した人のため

に、家庭裁判所の手続きを通じて援助してくれる人（後見人等）を選任して、本人の権利を

法的に支援する制度です。 

本人に判断能力がなく親族もいない場合に、家庭裁判所への後見開始の申立てを市長

が行う等の利用支援や、後見人報酬の負担能力のない人への支援等を行っています。 

また、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）は、高齢や知的障がい、精

神障がい等により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している人又は在宅で生

活する予定の人に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書等の大切な書

類の預かり等の援助を行うもので、観音寺市社会福祉協議会が実施主体となって行ってい

ます。 

今後も引き続き、支援を必要とする高齢者の人権の尊重と権利擁護の制度や事業を有効

に活用できるように啓発や広報を行います。さらに、個別に応じた助言等、必要に応じて市

長申立てや費用負担の支援の充実を図ります。 

 

【権利擁護事業の実施状況】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

市長申立（高齢者虐待によるもの） (件) 1 0 0 

市長申立（高齢者虐待以外のもの） （件） 4 0 6 
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(２)認知症施策の充実 

高齢化の進行に伴い認知症の人が増加しており、一人暮らしの認知症の人や夫婦ともに認

知症である世帯への対応も課題となっていることから、国では「認知症施策推進総合戦略～認

知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～（新オレンジプラン）」を策定し、認知症施策推

進に取り組んでいます。新オレンジプランは「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣

れた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す」を基本的な

考え方とし、以下の７つの柱を推進しています。 

 

７つの柱 

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供  

③若年性認知症※施策の強化 

④認知症の人の介護者への支援 

⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進  

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等  

の研究開発及びその成果の普及の推進 

⑦認知症の人やその家族の視点の重視 

 

① 認知症サポーターの養成と地域ネットワークづくり 

認知症に対する正しい理解と偏見の解消を図るため、認知症に関する講演会等の啓発

事業や地域で活動する認知症サポーター※の養成等を推進していきます。 

認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族が安心し

て暮らせるように温かく見守り、支援する応援者のことです。 

本市では、地域、職域、学校等で、講師役であるキャラバンメイトが中心となり認知症サポ

ーターを養成しています。職域や学校を対象とした養成講座では、認知症に対する理解が

深まっていますが、限られた世代を対象とした開催状況になっています。 

今後は、すべての世代を対象にした認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の正し

い理解や対応方法を広めることができるよう、キャラバンメイトの連絡会等で方策を検討して

いきます。 

また、養成講座受講者で構成される認知症に関する活動団体「おれんじの会」と協力して、

家族介護者への支援や認知症等高齢者にやさしい地域づくりを推進していきます。 
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② 認知症の早期診断・早期対応に係る体制整備 

認知症の支援体制として、平成26（2014）年度に「認知症地域支援推進員※」を配置し、

認知症の人やその家族が、状態に応じた適切なサービス・支援が受けられるよう、医療と介

護の連携を図りながら、支援体制の構築に努めています。 

また、「認知症地域支援推進員」が中心となり、認知症の人やその家族に関わり早期診

断・早期対応に向けた体制を構築するため、平成28（2016）年11月に「認知症初期集中支

援チーム※」を設置し、認知症サポート医・チーム員とともに、初期支援を集中的・包括的に

行い、認知症高齢者等の自立した生活を支援する「認知症初期集中支援推進事業」を行っ

ています。 

現在のところ、かかりつけ医とサポート医との連携の円滑化を進めており、支援推進事業

がより効果的なものとなるよう検討していきます。 

 

③ 認知症の人やその家族への支援の充実 

認知症の人やその家族が気軽に参加できる集いの場所として「認知症カフェ」が開催され、

互いに交流・情報交換が行われています。 

本市においては、「おれんじの会」が中心になって、平成29（2017）年４月に「認知症カフェ」

が２箇所立ち上がりました。現在は、地域の人と認知症の人やその家族が交流を図りながら、

認知症への理解を深めることにより、その存在が徐々に浸透しつつあります。 

今後も引き続き、介護支援専門員や医療機関等に「認知症カフェ」の存在を周知し、利用

を促しながら、認知症当事者や家族の交流を積極的に支援していきます。 

また、家族同士が悩みや介護の方法を共有し、より良い介護が行えるよう家族会の立ち上

げについても検討していきます。 

 

④ 認知症ケアパスの普及 

本市では、平成29（2017）年度に認知症の人の状態に応じた適切な対応の流れを表した

「認知症ケアパス」を改訂し、必要な時期に相談やサービスが受けられるよう全世帯に配布し

ました。地域包括支援センターや市役所及び各支所等、相談を受ける機会が多いところで

活用するとともに、民生委員児童委員協議会や介護支援専門員連絡会でも周知を行って

います。 

今後も引き続き、「認知症ケアパス」を活用するよう広報等により周知することで、認知症の

人やその家族が早期に適切な相談窓口につながり、必要な医療や介護サービスが受けられ

るよう普及・啓発に努めていきます。 

また、新たなサービスの開発、必要なサービスを把握するために、市民の声や関係機関の

声を把握できるような体制の構築を図るとともに、「おれんじの会」等から把握できる課題を集

約し、生活支援体制整備事業における協議体や地域ケア（推進）会議及び認知症初期集

中支援チーム検討委員会等で課題の解決に向け検討、対応していきます。 
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３ 高齢者にやさしいまちづくりの推進 

(１)福祉のまちづくりの推進 

高齢者が暮らしやすい地域社会を形成するためには、高齢者や障がいのある人等を含むす

べての人々が安心して暮らすことができ、自由に移動し、地域社会の一員として様々な活動に

参加・参画できるようにする必要があります。そのため、道路、公共交通機関や公共施設等の

バリアフリー化を図るとともに、人権への配慮等ハード・ソフトの両面からの、誰にもやさしいまち

づくりに取り組みます。 

 

① ユニバーサルデザインの推進に向けた啓発 

まちづくり、ものづくり、環境づくりを進めるという「ユニバーサルデザイン※」の考え方に基づ

き、高齢者や障がいのある人等に配慮することを特別なこととせず、あらゆる人にとって暮らし

やすい空間やまちづくりを目指し、普及・啓発に取り組んできました。 

今後も引き続き、「ユニバーサルデザイン」の７原則（公平性、自由度、単純性、分かりや

すさ、安全性、体への負担の少なさ、スペースの確保）を普及・啓発していきます。 

 

② 高齢者の利用に配慮した施設・設備の整備・改善 

本市では、「香川県福祉のまちづくり条例」に基づいてバリアフリー化やユニバーサルデザ

インの導入を推進するとともに、障がい者と健常者とがお互いに特別な区分をされることなく

社会生活を共にすることを目指すノーマライゼーションの理念に基づいたまちづくりを進めて

おり、福祉のまちづくりに関する意識啓発に向けた情報提供等を行ってきました。 

現在、高齢者の利用に配慮し、自治公民館のバリアフリー化対応として、和室用椅子等

の整備を行っています。 

今後も引き続き、すべての人が安心・安全に生活し、活動できるように、あらゆる立場の人

の活動に配慮した環境の整備を推進していきます。 
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(２)安全・安心対策の推進 

高齢者が住み慣れた地域においていきいきと暮らしていくために、安全・安心な環境が重要

です。 

近年、増加している高齢者の交通事故や高齢者を狙った犯罪への対策、集中豪雨等の災

害時における高齢者への支援を進め、高齢者が地域において普段から安心感を持って生活

できる環境づくりを推進します。 

 

① 交通安全対策の充実 

高齢者の安全対策として、老人クラブ等の行事に合わせての啓発活動や交通教室を実

施しています。また、交通安全キャンペーンにおいて、ドライバーに対して交通安全の呼びか

けを行い、交通安全意識の向上に取り組んでいます。 

近年、交通事故による全死者数のうち、高齢者の占める割合が高くなっているのが現状で

あり、本格的な高齢社会の到来を迎え、高齢者人口や高齢者の社会参加の機会の増加等

に伴い、今後さらなる増加が懸念されます。そのため今後も引き続き、高齢者の交通死亡事

故の抑止と交通安全意識の醸成に努めていくとともに、高齢者自身の規範意識の高揚を推

進します。 

 

② 災害時の支援体制の充実 

地震や風水害等の災害が発生した際に、避難所への移動等について、家族等の援助が

困難で第三者の助けを必要とする人（避難行動要支援者）の名簿を整備しています。この名

簿は、平常時の見守りや、災害発生時、又は発生するおそれがある場合の避難支援、安否

確認等、避難行動要支援者の生命又は身体を守るために必要な措置を講ずるための基礎

となるもので、登録情報の提供に同意した人の情報は、平常時から民生委員児童委員や観

音寺市社会福祉協議会等の避難支援等関係者に提供します。 

なお、今後も引き続き、避難行動要支援者名簿の整備に取り組んでいきます。 

また、避難行動要支援者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、避難行動要

支援者支援制度についての周知を市ホームページ等で行い、支援体制の充実に努めてい

きます。 

 

③ 消費者被害の防止 

近年ますます多様化する特殊詐欺等の巧妙な手口に対応するために、民生委員児童委

員、介護支援専門員、訪問介護員等に情報提供し、被害の防止体制づくりに努めていま

す。 

今後も引き続き、日常的な声かけや地域の見守りにより、特殊詐欺等の犯罪が起きにくい

地域づくりを推進していくとともに、警察や香川県等、関係機関と連携して、高齢者等を対象

とする悪質な犯罪の手口や被害情報等を、広く市民に伝える体制づくりを進めます。 
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１ 介護保険事業の充実 

(１)介護保険サービスの充実 

① 居宅・介護予防サービス 

１） 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

介護福祉士※、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

や、その他の日常生活での支援を行います。 

在宅サービスの中でも利用率の高いサービスとなっており、本計画期間中も高い利

用が見込まれます。事業所等との連携を図りながら、ホームヘルパー等の資質向上に

取り組みます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

訪問介護 延人数 2,988 3,060 3,096 3,204 

 

２） 訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護 

要介護（要支援）者の居宅を訪問して、浴槽搭載の入浴車等から屋内に浴槽を持

ち込んで入浴介護を行います。 

今後も引き続き、通所介護等、他のサービスとの効果的な組み合わせを考慮すると

ともに、利用者の需要に応じた事業者の確保に努めます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

訪問入浴介護 延人数 564 600 600 636 

介護予防訪問入浴介護  延人数 0 0 0 0 

 

３） 訪問看護／介護予防訪問看護 

看護師、保健師、准看護師、理学療法士※又は作業療法士※が居宅を訪問して、

療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 

今後の高齢化の進行や在宅医療への移行により利用者の増加が見込まれます。利

用者の療養生活の支援と心身機能の維持回復を目指します。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

訪問看護 延人数 1,128 1,152 1,164 1,224 

介護予防訪問看護  延人数 48 48 48 48 

 

  

     安心して介護保険サービスを受けられるまちに 基本目標３ 
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４） 訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテーション 

居宅において、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、その他必要なリハビリテーションを行います。 

利用者の心身機能の維持・増進を図るため、主治医と介護支援専門員の連携のも

とでサービス提供が行われるよう支援します。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

訪問リハビリテーション 延人数 504 528 540 552 

介護予防訪問リハビリテーション 延人数 24 24 24 24 

 

５） 居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導 

病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が

居宅を訪問して、療養上の管理及び指導等を行います。 

サービスの利用者数は増加傾向にあり、本計画期間中も在宅での療養上の指導管

理を必要とされる人が増加するものと見込んでいます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

居宅療養管理指導  延人数 2,388 2,436 2,508 2,568 

介護予防居宅療養管理指導 延人数 336 336 348 348 

 

６） 通所介護（デイサービス） 

デイサービスセンター等で、入浴、食事の提供等日常生活での支援や機能訓練を

行います。 

サービスの利用者数は増加傾向にあり、本計画期間中も日常生活での支援や機能

訓練を必要とされる人が増加するものと見込んでいます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

通所介護 延人数 4,476 4,572 4,632 4,800 

 

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、診療所で、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、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 

介護予防を念頭に置いた高齢者一人ひとりに応じたプログラムが提供できるようサ

ービス内容の充実と提供体制の確保に努めます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

通所リハビリテーション 延人数 3,672 3,744 3,804 3,948 

介護予防通所リハビリテーション 延人数 2,448 2,472 2,484 2,532 
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８） 短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

特別養護老人ホーム等に短期間入所している要介護（要支援）者に対し、入浴、排

せつ、食事の介護等日常生活での支援や機能訓練を行います。 

本人の生活状態のみならず、家族の介護負担軽減を図る上で重要なサービスの１

つとなっていることから、平成30（2018）年３月から４床増床しました。一時的に在宅で

の日常生活に支障がある要介護（要支援）者に対するサービスの充実に努めていきま

す。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

短期入所生活介護  延人数 1,848 1,848 1,848 1,848 

介護予防短期入所生活介護 延人数 192 192 192 192 

 

９） 短期入所療養介護（老健）／介護予防短期入所療養介護（老健） 

介護老人保健施設に短期間入所している要介護（要支援）者に対し、看護、医学

的管理のもとにおける介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行

います。 

ここ数年サービスの利用状況は概ね安定してきており、本計画期間中も現状程度の

利用を見込んでいます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

短期入所療養介護  延人数 636 648 648 672 

介護予防短期入所療養介護 延人数 48 48 48 48 

 

１０） 短期入所療養介護（病院等）／介護予防短期入所療養介護（病院等） 

介護療養型医療施設等に短期間入所している要介護（要支援）者に対し、看護、

医学的管理のもとにおける介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援

を行います。 

ここ数年サービスの利用状況は概ね安定してきており、本計画期間中も現状程度の

利用を見込んでいます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

短期入所療養介護  延人数 180 180 192 192 

介護予防短期入所療養介護 延人数 24 24 24 24 
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１１） 福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与 

福祉用具のうち、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防

止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感

知機器、移動用リフトを貸与します。 

サービスの利用率が高く、多くの人に広く利用されている現状から、介護者の負担

軽減を図る上での重要なサービスの一つとなっています。今後も、サービス需要の増

加を見込みながら、適切な福祉用具選定の援助・調整等を行い、利用者が居宅で能

力に応じ自立した日常生活を営める環境づくりを推進していきます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

福祉用具貸与 延人数 7,656 7,848 7,968 8,232 

介護予防福祉用具貸与  延人数 4,008 4,056 4,092 4,164 

 

１２） 特定福祉用具購入／特定介護予防福祉用具購入 

福祉用具のうち、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの

つり具の部分を購入した際に、福祉用具の購入費の一部を支給します。 

ここ数年サービスの利用状況は概ね安定してきており、本計画期間中も現状程度の

利用を見込んでいます。引き続きサービスの提供に取り組むとともに、用具の必要性

や内容の妥当性等を確認する取り組みも継続して行います。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

特定福祉用具購入  延人数 144 144 144 144 

特定介護予防福祉用具購入 延人数 108 108 108 120 

 

１３） 住宅改修／介護予防住宅改修 

手すりの取り付け、段差の解消、すべり防止及び移動の円滑化等のための床、又は

通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便座等への便器の取替え、そ

の他これらに付帯して必要となる住宅改修を行った際に、住宅改修費用の一部を支

給します。 

要介護（要支援）者の在宅生活を支えるためには、住宅改修は欠かせないサービス

の一つとなっています。引き続きサービスの提供に取り組むとともに、改修の必要性や

内容の妥当性等を確認する取り組みも継続して行います。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

住宅改修 延人数 192 204 204 204 

介護予防住宅改修  延人数 108 108 120 120 
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１４） 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 

有料老人ホーム等の特定施設に入居している要介護（要支援）者に対して、提供す

るサービスの内容や担当者等を定めた計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、

その他の日常生活での支援、機能訓練、療養上の世話を行います。 

ここ数年サービスの利用状況は概ね安定してきており、本計画期間中も現状程度の

利用を見込んでいます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

特定施設入居者生活介護  延人数 588 588 588 588 

介護予防 

特定施設入居者生活介護  
延人数 192 192 192 192 

 

 

１５） 居宅介護支援／介護予防支援 

介護サービス等の適切な利用ができるよう、ケアプラン（介護予防ケアプラン）を作成

するとともに、それに基づくサービスの提供を確保するため事業者との連絡調整等を

行います。 

今後も、引き続きマネジメント業務の質的向上を図るため、介護支援専門員の情報

交換・交流・研修等の実施に努めていきます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

居宅介護支援 延人数 12,516 12,780 12,960 13,416 

介護予防支援 延人数 5,616 5,664 5,700 5,808 
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② 地域密着型サービス 

１） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、

訪問介護と訪問看護を一定的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問

と随時の対応を行うサービスです。 

本計画期間における整備計画はありませんが、今後、事業者の参入意向があれば、

検討していきます。 

 

２） 夜間対応型訪問介護 

主に要介護３以上の人について、夜間の定期的な巡回訪問、又は通報を受け、その

人の居宅において、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活での支援を行いま

す。 

本計画期間における整備計画はありませんが、今後、事業者の参入意向があれば、

検討していきます。 

 

３） 認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の要介護（要支援）者の通所介護であり、特別養護老人ホームや老人デイサ

ービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活での支援及び

機能訓練を行います。 

今後も各事業者や利用者ニーズを随時把握しながら認知症の人の居宅での生活支

援の充実に努めていきます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

認知症対応型通所介護  延人数 648 660 660 684 

介護予防 

認知症対応型通所介護  
延人数 48 60 60 60 

 

４） 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 

「通い」（デイサービス）を基本に、必要に応じて随時、「訪問」（ホームヘルプサービス）

や「泊まり」（ショートステイ）を組み合わせて提供することで、居宅における生活の継続

を支援するサービスです。 

今後も引き続き、小規模多機能型居宅介護の周知・啓発を行うとともに、短期入所

の利用希望の高い人が適切に利用できるよう、介護支援専門員に対し、さらなる制度

の周知を行います。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

小規模多機能型居宅介護  延人数 312 312 312 324 

介護予防 

小規模多機能型居宅介護  
延人数 0 0 0 0 
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５） 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） 

認知症の要介護（要支援）者に対し、生活支援を受けながら共同生活をする場であ

る認知症高齢者グループホームにおいて、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活で

の支援及び機能訓練を行います。 

平成29（2017）年に新たに１箇所の整備を行い、現在、本市には７箇所（定員総数

126人）整備されています。今後も、認知症の人が家庭的な環境と地域住民との交流の

下で快適な日常生活が営めるよう、質の向上に努めます。 

 

【圏域別整備数】                     （単位：箇所） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

観音寺北部圏域  1 1 1 1 

観音寺中部圏域  2 2 2 2 

観音寺東部圏域  2 2 2 2 

大野原圏域 1 1 1 1 

豊浜圏域 1 1 1 1 

 

【圏域別定員数】                      （単位：人） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

観音寺北部圏域  9 9 9 9 

観音寺中部圏域  36 36 36 36 

観音寺東部圏域  45 45 45 45 

大野原圏域 18 18 18 18 

豊浜圏域 18 18 18 18 

 

【量の見込み】                    （単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

認知症対応型共同生活介護 延人数 1,488 1,488 1,488 1,488 

介護予防 

認知症対応型共同生活介護 
延人数 24 24 24 24 
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６） 地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員29人以下の特定施設に入居している要介護者に対し、提供するサービスの内

容や担当者等を定めた計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常

生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を行います。 

現在の地域密着型サービスにおける各圏域の整備状況及び圏域人口に対する地

域密着型サービス事業所の床数、定員等を勘案し、平成32（2020）年度中に、新たに

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所を観音寺北部圏域・観音寺中部圏域・

大野原圏域のうちいずれか１箇所（定員20人）整備します。 

 

【圏域別整備数】                     （単位：箇所） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

観音寺北部圏域  0 0 

1 1 観音寺中部圏域  0 0 

大野原圏域 0 0 

観音寺東部圏域  0 0 0 0 

豊浜圏域 0 0 0 0 

※平成 32(2020)年度中に整備を行う予定  

 

【圏域別定員数】                      （単位：人） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

観音寺北部圏域  0 0 

20 20 観音寺中部圏域  0 0 

大野原圏域 0 0 

観音寺東部圏域  0 0 0 0 

豊浜圏域 0 0 0 0 

※平成 32(2020)年度中に整備を行う予定  

 

【量の見込み】                    （単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護  
延人数 0 0 0 240 

※サービス事業量は、整備が平成32(2020)年度末であると仮定し、平成33(2021)年度から 

見込んでいます。 
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７） 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員29人以下の特別養護老人ホームに入所している要介護者に対し、その施設サ

ービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活での支援、機

能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。現在、本市には２箇所（定員総数

58人）整備されています。 

ここ数年サービスの利用状況は概ね安定してきており、本計画期間中も現状程度の

利用を見込んでいます。 

 

【圏域別整備数】                     （単位：箇所） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

観音寺北部圏域  0 0 0 0 

観音寺中部圏域  0 0 0 0 

観音寺東部圏域  0 0 0 0 

大野原圏域 1 1 1 1 

豊浜圏域 1 1 1 1 

 

【圏域別定員数】                      （単位：人） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

観音寺北部圏域  0 0 0 0 

観音寺中部圏域  0 0 0 0 

観音寺東部圏域  0 0 0 0 

大野原圏域 29 29 29 29 

豊浜圏域 29 29 29 29 

 

【量の見込み】                    （単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

地域密着型介護老人福祉  

施設入所者生活介護  
延人数 696 696 696 696 
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８） 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護等複数の居宅サービスや地域密着型サービ

スを組み合わせて提供するサービスです。１つの事業所からサービスが組み合わされ提

供されるため、サービス間の調整が行いやすく柔軟なサービス提供が可能になることや、

一体的に提供する複合型事業所の創設により、医療ニーズの高い要介護者への支援

を充実することが可能となります。 

本計画期間における整備計画はありませんが、今後、事業者の参入意向があれば、

検討していきます。 

 

９） 地域密着型通所介護 

利用定員18人以下の小規模なデイサービスセンター等で、食事、入浴、その他の必

要な日常生活上の支援や生活機能訓練等を日帰りで行います。利用者の心身機能の

維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。 

今後も引き続き、サービスの質の向上と、利用者等に対する安全性確保の対策向上

に努めます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

地域密着型通所介護  延人数 2,184 2,232 2,256 2,328 

 

③ 施設サービス 

１） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

ねたきりや認知症により常時介護が必要であり、自宅では介護が困難な要介護者が

入所し、食事・入浴・排せつ等日常生活介護や療養上の支援が受けられる施設です。 

今後も引き続き、施設入所の適正化を図りながら、介護度の重い人に重点化しつつ

サービスを提供していきます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

介護老人福祉施設  延人数 3,840 3,840 3,840 3,840 

 

２） 介護老人保健施設 

病状が安定している要介護者に対し、医学的管理のもとで、看護・介護・リハビリテー

ションを行う施設で、医療上のケアやリハビリテーション、日常生活介護を一体的に提

供して、家庭復帰への支援が受けられます。 

今後も引き続き、施設入所の適正化を図りながら、サービスを提供していきます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

介護老人保健施設  延人数 4,692 4,692 4,692 4,692 

  



 

67 

 

３） 介護療養型医療施設 

急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期にわたる療養が必要な人

のための医療機関の病床で、医療・看護・介護・リハビリテーション等が受けられます。 

介護療養型医療施設の廃止・転換期限は平成30（2018）年３月末を予定していまし

たが、平成36（2024）年３月末まで６年間延長されました。 

平成31（2019）年に介護医療院へ50床の転換整備を行う予定です。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

介護療養型医療施設  延人数 960 360 360  

 

４） 介護医療院 

今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、日常的な医学

管理が必要な重介護者の受け入れや、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「介護医療院」が平成30（2018）年度に創設

されます。 

（単位：人／年度） 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

介護医療院 延人数 0 600 600 960 

 

 

 

(２)地域支援事業の充実 

① 介護予防・日常生活支援総合事業 

平成28（2016）年度から介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、要支援認定者・

事業対象者の訪問介護・通所介護は地域支援事業の訪問型サービス・通所型サービスに

移行しています。多様なサービスとして住民主体による通所型サービスが平成28（2016）年４

月から開始され、利用者の介護予防の場となるとともに、ボランティアスタッフの生きがいづく

りや介護予防につながっています。今後は、ＮＰＯ法人や住民等が主体となって行う通所

（訪問）型サービスの充実や、地域の中での通いの場やボランティアによる生活支援の仕組

み等の整備により、生活支援や介護予防を必要とする軽度者については、従来の指定事業

所が行う介護予防（生活支援）通所（訪問）事業から、地域住民が行う助け合い活動や通い

の場（地域支援通所（訪問）事業）への移行を目指し、多様なサービスの中から高齢者の状

態に応じたサービスを利用し、住み慣れた地域で自立した生活ができるよう支援していきま

す。 

また、専門職が短期間に集中して生活指導を行う「短期集中通所事業」や、「短期集中訪

問事業」を整備し、生活機能の回復を促し高齢者の自立支援を推進していきます。 
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② 包括的支援事業 

地域包括支援センターの４つの業務である、介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支

援業務、権利擁護業務、包括的継続的ケアマネジメント支援業務は、保健師、社会福祉士、

主任介護支援専門員の三職種が連携・協力して取り組んでいます。また、在宅医療・介護

連携の推進を図るためアンケートによる課題抽出や多職種による「在宅医療・介護連携に係

る検討会」を平成29（2017）年３月から開催してきました。今後も引き続き、在宅医療・介護連

携の推進について、在宅医療と介護が一体的に提供できるよう推進していきます。 

認知症施策の推進については、認知症ケアパスを作成し、全世帯に配布しました。さらに

平成28（2016）年から認知症初期集中支援チームを立ち上げ、認知症の人とその家族への

支援を行っています。今後も、総合相談等で「認知症初期集中支援推進事業」を活用できる

よう広く周知していきます。 

生活支援サービスの体制整備については、市・地域包括支援センター・観音寺市社会福

祉協議会が連携協力して住民自ら地域の困りごとを知り、助け合いの仕組みづくりを考える

第２層協議体の設置に向けて取り組んでいます。今後も生活支援コーディネーターと協力し

て、第２層協議体を全地区に設置していきます。 

 

③ 任意事業 

家族介護支援事業では、平成28（2016）年度に認知症の人への対応の仕方について講

演を行い、介護者への認知症の理解を深めています。 

また、介護給付適正化事業では介護給付費を通知することにより、介護保険の仕組みや

適正な利用についての理解を促進しています。 

今後も引き続き、家族の介護負担を軽減し、共に支え合うため介護家族の交流会や、介

護方法の研修・講演会等の開催を検討していきます。 

また、被保険者及び要介護（要支援）認定者が、介護保険の理念である介護予防や重度

化防止の責務や自立への取り組みの重要性を理解し、自ら取り組めるよう普及・啓発を行っ

ていきます。 
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【地域支援事業の実績】 

区分 事業 項目 平成 27 年度 平成 28 年度 

介
護
予
防
事
業 

介護予防・普及啓発事業  予防教室開催回数 195 回 

新しい 

総合事業

（下表） 

地域介護予防活動支援事業 

介護予防サポーター養成講座参加者数  12 人 

認知症サポーター養成講座参加者数  870 人 

生活管理指導員派遣事業利用者数  90 人 

二次予防事業対象者把握事業 対象者数 1,619 人 

通所型介護予防事業  利用者数（延人数） 89 人 

訪問型介護予防事業  利用者数（延人数） 10 人 

包
括
的
支
援
事
業 

地域包括支援センターの運営 
ケア会議開催回数 3 回 3 回 

介護支援専門員連絡会開催回数  4 回 4 回 

在宅医療・介護連携の推進  
地域の医療・介護サービス資源の把握 

ほか７項目 

実施可能な事業から開始

し、平成 30(2018)年度には

全ての事業に取り組みま

す。 

認知症施策の推進  認知症初期集中支援チーム利用者数  
 

１人 

総合相談支援事業  相談者数 942 人 1,182 人 

権利擁護事業 相談者数 28 人 15 人 

介護予防ケアマネジメント事業 ケアマネジメント利用者数  
698 人 

（延 7,999人） 

459 人 

（延7,058人） 

任
意
事
業 

介護給付費等費用適正化事業 通知発送件数 2,942 件 3,121 件 

家族介護支援事業  利用者数 227 人 124 人 

家族介護用品支給事業  利用者数 312 人 339 人 

成年後見人制度利用支援事業 市長申立て件数 0 人 6 人 

住宅改修支援事業  利用者数 125 人 113 人 

地域自立生活支援事業  サロン実施箇所数 184 箇所 184 箇所 

（延人数） 

区分 事業 項目 平成 27 年度 平成 28 年度 

新
し
い
総
合
事
業 

介護予防・生活支援サービス事業 

訪問型サービス利用者数  

 

1,552 人 

通所型サービス利用者数  2,785 人 

生活支援サービス利用者数  0 人 

介護予防ケアマネジメント利用者数 2,130 人 

一般介護予防事業  

介護予防把握事業対象者数  

 

0 人 

予防教室開催回数 200 回 

介護予防サポーター養成講座参加者数  0 人 

認知症サポーター養成講座参加者数  839 人 

通所型介護予防参加者数  1,584 人 

訪問型介護予防事業対象者数  0 人 

一般介護予防事業評価事業対象者数  392 人 
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＜介護予防・日常生活支援総合事業 事業量の見込み＞           （延人数） 

  

平成 29 

（2017）年度 

見込み 

事業量の見込み 

平成 30 

(2018)年度 

平成 31 

(2019)年度 

平成 32 

(2020)年度 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

訪問型サービス利用者数 3,389 人 3,510 人 3,620 人 3,740 人 

・介護予防訪問事業 2,667 人 2,670 人 2,680 人 2,690 人 

・生活支援訪問事業 

（緩和した基準によるサービス） 
722 人 730 人 740 人 750 人 

・地域支援訪問事業 

（市民主体による支援） 
0 人 80 人 150 人 240 人 

・短期集中訪問事業 

（短期集中予防サービス） 
0 人 30 人 50 人 60 人 

・訪問型サービスＤ（移動支援） 必要に応じて随時検討を行います。 

通所型サービス利用者数 6,298 人 6,570 人 7,020 人 7,470 人 

・介護予防通所事業 3,853 人 3,860 人 3,870 人 3,880 人 

・生活支援通所事業 

（緩和した基準によるサービス） 
417 人 420 人 430 人 440 人 

・地域支援通所事業 

（市民主体による支援） 
2,028 人 2,200 人 2,600 人 3,000 人 

・短期集中通所事業 

（短期集中予防サービス） 
0 人 90 人 120 人 150 人 

その他生活支援サービス 

必要に応じて 

随時検討を行います。 

・栄養改善を目的とした配食  

・定期的な安否確認及び緊急時の対応  

・訪問型サービスと通所型サービス 

の一体的提供等 

介護予防ケアマネジメント利用者数  4,025 人 4,400 人 4,800 人 5,200 人 
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(３)介護保険サービスの質の確保・向上 

サービスを必要とする人が安心して利用できるよう、事業者への適切な支援・助言を行い、

サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを支援します。 

また、必要な人が必要なサービスを受けられるよう、情報提供を充実します。 

 

① 利用者への苦情等への対応 

香川県、国民健康保険団体連合会※、地域包括支援センター等と連携し、事業所への指

導等を行っています。苦情があった案件については、事業所や担当者への聞き取り等により

状況確認を行い、必要に応じて事業所への実地指導にて助言や指導を行っています。 

今後も引き続き、関係機関との連携を密にし、事業所等への指導を行っていくとともに、事

業所間の横の連携も進め、サービスの質の確保・向上を図ります。 

 

【苦情等対応件数】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

相談件数 (件) 5 7 7 

 

② 事業者の質の向上 

介護サービスの内容が自立や予防に資するものとなるよう、地域包括支援センターと連携

し、地域ケア（個別）会議や介護支援専門員連絡会等を活用することで、介護予防や自立

支援の視点がケアプランに盛り込まれ、質の高いサービス提供が行えるよう取り組んでいま

す。 

今後も引き続き、地域ケア（個別）会議の充実を図り、自立支援型ケアマネジメントの定着

を目指していきます。また、地域でのリハビリ関係職種の協力を得て、自立支援や介護予防

の考え方を広く専門職に理解していただき、生活課題を解決していくための支援策をチーム

で検討し、情報共有を行っていきます。 

更に、出前講座や介護教室等を活用して介護保険の理念や国民の義務等を知る機会を

つくり、高齢者の介護予防と自立への考え方が地域住民にも理解されるよう普及・啓発を行

っていきます。 

 

③ 保険者機能の強化 

地域密着型サービスについては、市が事業者の指定・指導監督を行うとともに、指定基準

や介護報酬※について設定することも認められています。そこで、定期的に介護サービス事

業所へ出向き、適正な事業運営（ケアマネジメントやコンプライアンスにのっとった業務）が行

われているか実地指導を行っています。 

また、新しくサービス基盤整備を行う事業者を公募する場合は、良質なサービスを提供す

る適切な事業者を公平・公正に選定しています。平成28（2016）年度には、認知症対応型共

同生活介護事業者の公募を行い、地域包括支援センター等運営協議会にて協議を行った

上で適切な事業者を選定しました。 

今後も引き続き、事業者のサービスの質が向上するよう、保険者として指導監督を行って

いきます。 
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２ 介護保険制度の円滑な運営 

(１)第７期における第１号被保険者保険料の算定 

第1号被保険者保険料は平成30（2018）年度から平成32（2020）年度までの３年間に必要と

なるサービス事業量の推計を行うことで算出します。算出の流れは以下のとおりです。 

 

１．被保険者数の推計 

⇓ 

過去の人口推移の実績から、将来人口推計を行います。 

第１号被保険者数(65 歳以上)、第２号被保険者数(40～64 歳)について、平成 30（2018）～ 

32（2020）年度の推計を行います。 

２．要介護（要支援）認定者数の推計 

⇓ 

被保険者数に対する要介護（要支援）認定者数（認定率）の実績等を勘案して、手順１で推

計された被保険者数見込に認定率を乗じて、平成 30（2018）～32（2020）年度の要介護（要

支援）認定者数を推計します。 

３．施設・居住系サービス量の見込み算出 

⇓ 

手順２で推計された要介護（要支援）認定者数見込に対する、施設・居住系サービス利用者

数の見込み、過去の利用実績単価等を用いたサービス別事業量を算出します。 

※近隣市における施設整備の影響や、市の施設居住系サービスの整備方針を反映します。  

４．在宅サービス等の量の見込み算出 

⇓ 

手順２で推計された要介護（要支援）認定者数から手順３で推計した施設・居住系サービス

利用者数の見込みを差し引くことで、標準的居宅サービス利用者数を推計します。 

標準的居宅サービス利用者数に、過去のサービス利用実績（利用率、日数、回数、給付費

等）を踏まえて、在宅サービスの事業量を推計します。 

※市の地域密着型サービス等の整備方針を反映します。 

５．地域支援事業等の必要な費用の推計 

⇓ 
過去の実績から、地域支援事業費、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費、審

査支払手数料の見込みを算出します。 

６．介護保険料の設定 

 

所得段階の設定、所得段階別被保険者数の推計、保険料収納率、準備基金の取崩し等を

勘案して、介護保険料を算出します。 
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① 介護給付費・予防給付費の見込額 

平成27（2015）年度から平成29（2017）年度の給付実績を基本として、１回又は１日あたり

の給付額を算出し、それらをもとに、平成30（2018）年度から平成32（2020）年度までの給付

費を推計しています。 

 
■介護給付費の推計 

  
平成 30

（2018）年度 

平成 31

（2019）年度 

平成 32

（2020）年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 171,574  176,891  179,008  

訪問入浴介護 35,202  37,418  37,418  

訪問看護 36,845  37,707  38,129  

訪問リハビリテーション 22,587  23,696  24,129  

居宅療養管理指導  21,079  21,512  22,147  

通所介護 362,096  370,242  375,627  

通所リハビリテーション 296,098  302,456  307,969  

短期入所生活介護  153,438  153,506  153,506  

短期入所療養介護（老健） 41,285  42,242  42,242  

短期入所療養介護（病院等） 14,701  14,708  15,824  

福祉用具貸与 94,449  97,338  99,242  

特定福祉用具購入  2,905  2,905  2,905  

住宅改修 11,225  11,760  11,760  

特定施設入居者生活介護  107,296  107,344  107,344  

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  0  0  0  

夜間対応型訪問介護  0  0  0  

認知症対応型通所介護  70,811  71,853  71,853  

小規模多機能型居宅介護  57,635  57,661  57,661  

認知症対応型共同生活介護 350,929  351,086  351,086  

地域密着型特定施設入居者生活介護  0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  185,220  185,303  185,303  

看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

地域密着型通所介護  174,615  179,026  181,654  

介
護
保
険
施
設 

介護老人福祉施設  941,871  942,293  942,293  

介護老人保健施設  1,287,732  1,288,915  1,290,692  

介護療養型医療施設  287,402  107,780  107,643  

介護医療院 0  179,594  179,594  

居宅介護支援 169,819  173,725  176,295  

介護給付費 計 4,896,814  4,936,961  4,961,324  

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 

 

  

（単位：千円） 
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■介護予防給付費の推計 

  
平成 30

（2018）年度 

平成 31

（2019）年度 

平成 32

（2020）年度 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問介護     

介護予防訪問入浴介護  0  0  0  

介護予防訪問看護  847  848  848  

介護予防訪問リハビリテーション 930  930  930  

介護予防居宅療養管理指導 2,864  2,865  2,978  

介護予防通所介護     

介護予防通所リハビリテーション 69,740  70,481  70,944  

介護予防短期入所生活介護 8,267  8,271  8,271  

介護予防短期入所療養介護（老健） 1,329  1,330  1,330  

介護予防短期入所療養介護（病院等） 1,060  1,061  1,061  

介護予防福祉用具貸与  18,806  19,033  19,209  

特定介護予防福祉用具購入 2,197  2,197  2,197  

介護予防住宅改修  6,541  6,541  7,199  

介護予防特定施設入居者生活介護  12,196  12,202  12,202  

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型通所介護  1,386  1,733  1,733  

介護予防小規模多機能型居宅介護  0  0  0  

介護予防認知症対応型共同生活介護  5,396  5,398  5,398  

介護予防支援 24,899  25,123  25,283  

介護予防給付費 計 156,458  158,013  159,583  

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 

 

 

■総給付費の推計 

 
平成 30 

（2018）年度 

平成 31 

（2019）年度 

平成 32 

（2020）年度 
合計 

介護給付費 4,896,814  4,936,961  4,961,324  14,795,099 

介護予防給付費 156,458  158,013  159,583  474,054 

総給付費 5,053,272  5,094,974  5,120,907  15,269,153 

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 

 

  

（単位：千円） 

（単位：千円） 
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② 標準給付費見込額 

 平成 30(2018)～32(2020)年度標準給付費見込額   

＝  総給付費（一定以上所得者負担の調整後）  ＋  特定入所者介護サービス費等給付額   

＋  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   

＋  算定対象審査支払手数料   

（単位：千円） 

 
合計 

平成 30 

（2018）年度 

平成 31 

（2019）年度 

平成 32 

（2020）年度 

標準給付費見込額 16,516,016  5,408,160  5,510,113  5,597,744  

 

総給付費（一定以上所得者負担の調整後） 15,446,538  5,051,662  5,153,620  5,241,256  

特定入所者介護サービス費等給付額 

（資産等勘案調整後） 
708,000  236,000  236,000  236,000  

高額介護サービス費等給付額 300,000  100,000  100,000  100,000  

高額医療合算介護サービス費等給付額 45,000  15,000  15,000  15,000  

算定対象審査支払手数料 16,478  5,498  5,492  5,488  

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 

 

※総給付費 

前ページの総給付費（介護サービス給付費と介護予防サービス給付費の合計額）に、一定以

上所得者の利用者負担及び消費税等の見直しに伴う影響額を勘案して、給付額を見込みまし

た。 
 
※特定入所者介護サービス費等給付額 

低所得の人の介護保険施設等の利用が困難とならないように、食費と居住費の一定額以上が

保険給付される制度です。平成27（2015）年度から平成29（2017）年度までの実績等を勘案して、

給付額を見込みました。 
 
※高額介護サービス費等給付額 

介護サービスを利用して、支払った自己負担額が一定額を超えた場合に支給されます。平成

27（2015）年度から平成29（2017）年度までの実績等を勘案して、給付額を見込みました。 
 
※高額医療合算介護サービス費等給付額 

医療費と介護費の自己負担額が一定額を超えた場合に支給されます。平成27（2015）年度か

ら平成29（2017）年度までの実績等を勘案して、給付額を見込みました。 

 

※算定対象審査支払手数料 

介護報酬の審査及び支払いに関する事務を委託している国民健康保険団体連合会に対して、

支払う手数料です。平成27（2015）年度から平成29（2017）年度までの実績等を勘案して、費用を

見込みました。 
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③ 地域支援事業の費用額 

地域支援事業の財源（地域支援事業交付金）は、保険給付費の一定率を上限に介護保

険料と公費で構成されます。以下は、介護保険料（第１号及び第２号で表記）と公費（都道

府県、国、市町村）における財源構成割合と地域支援事業における上限額の割合です。 

第１号被保険者（65歳以上の人)の負担する割合は、保険料の負担割合（次ページ参照）

と同様に第６期の22％から23％に引き上げられました。 

 

 

 

 

（単位：千円） 

 
合計 

平成 30 

（2018）年度 

平成 31 

（2019）年度 

平成 32 

（2020）年度 

地域支援事業費 927,000  303,000  309,000  315,000  

 

介護予防・日常生活支援総合事業費 690,000  225,000  230,000  235,000  

包括的支援事業・任意事業費 237,000  78,000  79,000  80,000  

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 

 

  

国

25.0%

都道府県

負担金

12.5%

市町村

負担金

12.5%

第2号

被保険者

の保険料

27.0%

第１号

被保険者

の保険料

23.0%
国

38.5%

都道府県

負担金

19.25%

市町村

負担金

19.25%

第１号

被保険者

の保険料

23.0%

【介護予防・日常生活支援総合事業】 【包括的支援事業＋任意事業】 
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④ 保険料設定の基本的な考え方 

介護保険事業に係る給付費は、サービス利用時の利用者負担を除いて、保険料と公費

が50％ずつを占めています。第７期計画では、第１号被保険者負担率が社会全体の年齢別

人口の増減により標準給付費見込額と地域支援事業費の合計額の23％を第１号被保険者

（65歳以上の人）、27％を第２号被保険者（40～64歳の人）が負担することになりました。 

また、公費における負担割合は、基本的には国が25％（うち、調整交付金として５％）、香

川県が12.5％、市が12.5％となっていますが、香川県が指定権限を有する施設分の給付に

ついては、国が20％（うち調整交付金として５％）、香川県が17.5％、市が12.5％となります。 

 

【第６期における介護保険の財源】 【第７期における介護保険の財源】 

 

 
※施設サービスを除く 

 

※調整交付金 

国が、市町村間の介護保険財政格差を是正するために、以下を考慮して交付するもので、調

整交付金の交付割合の変動にともない、第１号被保険者の保険料の負担割合（23％）も変動し

ます。 

①後期高齢者（75歳以上の人）の割合（75歳以上85歳未満、85歳以上の区分ごとに後期高齢

者加入割合補正係数として保険料算出時に加味する） 

②高齢者の所得分布の状況（所得段階別加入割合補正係数として保険料算出時に加味する） 

③災害時の保険料減免等の特殊な場合 

  

国

25.0%

都道府県

負担金

12.5%
市町村

負担金

12.5%

第2号

被保険者

の保険料

28.0%

第１号

被保険者

の保険料

22.0%

国

25.0%

都道府県

負担金

12.5%
市町村

負担金

12.5%

第2号

被保険者

の保険料

27.0%

第１号

被保険者

の保険料

23.0%
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③ 保険料収納必要額 

 

⑤ 第７期における保険料設定 

第1号被保険者の負担割合（23％）、予定保険料収納率（97.21％）、所得段階別加入割

合補正後被保険者数、調整交付金、介護給付費準備基金取崩額等の影響を算定した結

果、第７期計画における第１号被保険者の保険料基準月額は5,400円となります。 

 

【介護保険料算定のプロセス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理により、算出結果が一致しない場合があります。  

⑥ 保険料基準額     

（           ） 
＝ 

第１号被保険者負担分相当額 

＋）調整交付金相当額  

－）調整交付金見込額  

－）介護給付費準備基金取崩額 

  

 

① 標準給付費＋地域支援事業費合計見込額 

（平成 30（2018）～32（2020）年度） 

17,443,016 千円 

② 第 1 号被保険者負担分相当額（平成 30（2018）～32（2020）年度） 

4,011,894 千円（①の 23％） 

④ 収納率  97.21％ 

収納率で補正後  3,788,663 千円 

⑤ 所得段階別加入割合補正後被保険者数   58,472 人 

（基準額の割合によって補正した平成 30（2018）～32（2020）年度の被保険者数） 

÷ 

保険料収納必要額               3,682,959千円 

 

  4,011,894 千円 

860,031 千円 

 1,070,966 千円 

118,000 千円 

  

 

月額  5,400 円 

 年額 64,800 円 
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⑥ 所得段階別第１号被保険者保険料 

本市の第７期における所得段階別第１号被保険者の保険料額は、以下のとおりとなりま

す。 

 

第７期  

平成 30（2018）～32（2020）年度  

基準額に 

対する 

比率  

保険料  

（年額） 

第１段階  

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が
住民税非課税の人  
 
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の人 

0.45 29,200 円 

第２段階 
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計が 80 万円を超え 120 万円以
下の人 

0.65 42,100 円 

第３段階 
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計が 120 万円を超える人 

0.75 48,600 円 

第４段階 
本人は住民税非課税であるが、同じ世帯に住民税課税の
世帯員がいる人で、本人の前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 80 万円以下の人 

0.90 58,300 円 

第５段階 
本人は住民税非課税であるが、同じ世帯に住民税課税の
世帯員がいる人で、本人の前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 80 万円を超える人 

1.00 

【基準額】 
64,800 円 

第６段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円
未満の人 

1.20 77,800 円 

第７段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円
以上 200 万円未満の人 

1.30 84,200 円 

第８段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円
以上 300 万円未満の人 

1.50 97,200 円 

第９段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万円
以上の人 

1.70 110,200 円 
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(２)介護人材の確保及び資質の向上 

介護人材は、地域包括ケアシステムの深化・推進のために不可欠であり、その確保は重要

な課題の１つです。 

今後も増加する介護ニーズに対応し、質の高いサービスを安定的に供給するため、多様な

人材の参入促進や事業者支援を充実し、国、香川県と連携し、介護人材確保及び資質の向

上に向けた取り組みを推進します。 

 

(３)介護給付適正化事業の推進 

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必

要とする過不足のないサービスを事業所が適切に提供するよう促すことです。このような取り組

みは、適切なサービスの提供の確保とその結果としての費用の効率化を通じて、介護保険制

度の信頼感を高めるとともに、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。以下の取り

組みによって給付の適正化に努めます。 

 

① 要介護（要支援）認定の適正化 

要介護（要支援）認定に係る認定調査内容の点検を行います。また、「要介護認定調査

業務分析データ」を活用し、認定調査員研修を行うことで認定調査の適正化を進めます。 

 

目標 

認定調査員研修の実施（年間）：２回 

 

② ケアプラン点検の実施 

サービス受給者の自立支援、重度化防止に向けたケアプラン作成が行われているか点検

を実施します。 

特に、近年増加が顕著なサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の高齢者向

け住まいの入居者に焦点を当てたケアプランについても、ケアプラン分析システムを活用しな

がら点検等の実施を行います。 

また、地域包括支援センターと連携をとりながら、地域ケア会議等により自立支援の理念

の共有とケアマネジメント力向上を進めます。生活上の課題に視点を置き、高齢者の能力を

最大限に生かし、生活を支援できることで住み慣れた地域で自立した生活ができるように進

めていきます。 

 

目標 

ケアプラン点検を行う事業所数（年間）：２事業所 
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③ 住宅改修等の点検 

介護保険サービスの対象となる住宅改修工事の点検、福祉用具貸与・購入の利用状況

等の点検を行います。 

 

④ 縦覧点検・医療情報との突合 

国民健康保険団体連合会と連携を図りながら、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、医療と介護の重複請求が生じていないか確認を行います。 

 

目標 

縦覧点検・医療情報との突合データの確認（年間）：12 回 

 

⑤ 介護給付費通知 

受給者本人（家族を含む）に対して、介護報酬の請求及び費用の給付状況等について通

知を行うことで、受給者本人の介護給付費の実態把握を促すことにより、適切なサービスの

提供につなげていきます。 

 

目標 

給付費通知発送回数（年間）：３回 
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第５章  計画の推進 

１ 情報提供体制の整備 

 

市広報紙や市ホームページ、パンフレット等による制度の周知・紹介等を行うとともに、出前

講座等により周知や情報提供を行っています。また、地域包括支援センター等において、事

業者情報等の提供体制を充実しています。 

今後も引き続き、多様な媒体・機会を活用しながら、質も充足させた情報提供に努めていき

ます。 

 

２ 連携体制の整備 

(１)庁内連携の強化 

健康福祉部内における連携体制を強化し、計画の推進に努めます。また、高齢者の保健福

祉施策は、様々な分野とも深く関係することから、関係担当課とも充分な連携を図りながら計画

の推進を目指します。 

(２)地域との連携 

地域福祉を推進する上で重要な担い手となる、民生委員児童委員や福祉委員、ボランティ

ア、自治会、地区社会福祉協議会、地域住民の自主活動組織、老人クラブ等とも連携を強化

し、地域ニーズや課題の共有化を進め、地域共生社会が実現できるように努めます。 

(３)香川県及び近隣市町との連携 

介護保険制度の円滑な運営においては、介護サービスの広域的利用等、周辺地域との関

わりも大きいため、香川県や近隣市町との連携が不可欠です。 

そこで、香川県や近隣市町との情報交換や連絡体制の強化を図り、近隣地域とも一体とな

った介護保険事業及び高齢者保健福祉事業の展開を進めます。 

 

３ 進捗状況の把握と評価の実施 

 

この計画（Plan）が実効のあるものにするためには、計画に基づく取り組み（Do）の達成状

況を継続的に把握・評価（Check）し、その結果を踏まえた計画の改善（Action）を図るとい

った、PDCAサイクルによる適切な進行管理が重要です。 

計画内容を着実に実現するため、定期的に関係各課において計画の進捗状況を把握・

評価するとともに、地域包括ケア「見える化」システムを活用して認定率、受給率及び１人あ

たりの給付費等の分析を行います。 

また、地域ケア会議の個別事例検討等により抽出した、地域の課題等を把握するととも

に、協議体や医師、看護師、介護支援専門員や地域支援コーディネーター等の地域の医

療・介護専門職、地域包括支援センター等と課題の意見交換を行い、地域のニーズ等を

把握していきます。 
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４ 自立支援・介護予防・重度化防止の推進 

 

国においては、新たな成長戦略の素案「未来投資戦略2017」を示し、介護分野の課題と

して、介護予防や要介護状態からの悪化を防止し、改善させるための取り組みが十分では

ないことを指摘し「どのような状態に対してどのような支援をすれば自立につながるか」を明

らかにする方針です。 

そこで本計画では、高齢者の自立支援・介護予防・重度化防止の推進を目指し、高齢

者が自ら介護予防に取り組み地域でいきいきと暮らせ、介護が必要になっても重度化を防

ぎ、在宅で安心して暮らせる地域になることを目標に、施策ごとに達成状況を把握するため

指標（数値目標）を設定し、進捗状況（成果）を評価します。 

 

施
策 

主な取り組み 目標指標 

現状値 

平成 29

（2017）年度

（見込み） 

目標値 

平成 32 

（2020）年度 

介
護
予
防
の
総
合
的
な
推
進 

介護予防・日常生活支援総合事業

（訪問型サービス、通所型サービス） 

生活支援体制整備事業 

多様なサービスの担い手 

養成者数（累計） 
0 人 20 人 

介護予防・日常生活支援総合事業

（一般介護予防事業） 

介護予防教室の開催回数 

（年間） 
210 回 250 回 

ふれあい・いきいきサロン 

利用者延人数（年間） 
39,192 人 45,000 人 

介護予防に向けた事業への 

専門職派遣回数（年間） 
0 回 15 回 

介護予防サポーター 

普及啓発実践者数（累計） 
0 人 10 人 

介護予防サポーター 

登録者数 
282 人 320 人 
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施
策 

主な取り組み 目標指標 

現状値 

平成 29

（2017）年度

（見込み） 

目標値 

平成 32 

（2020）年度 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進 

包括的支援事業 

（総合相談業務） 

地域包括支援センターにおけ

る総合相談対応件数（年間） 
1,200 件 1,500 件 

地域ケア会議推進事業 

包括的支援事業 

（包括的・継続的ケアマネジメント事業） 

介護予防・日常生活支援総合事業

（訪問型サービス、通所型サービス） 

自立支援型ケア会議開催件数

（年間） 
8 件 16 件 

介護支援専門員連絡会出席

率（自立支援に向けた研修会） 
73.3％ 80％ 

短期集中型サービス利用者数

（年間） 
0 人 70 人 

在宅医療・介護連携推進事業 

在宅療養についての市民 

フォーラム開催回数（累計） 
0 回 2 回 

多職種連携研修会開催回数 

（累計） 
1 回 4 回 

生活支援体制整備事業 
第２層 

協議体設置地区（箇所）数 

1 地区 

（箇所） 

11 地区 

（箇所） 

認知症高齢者等徘徊 SOS 

ネットワーク事業 

認知症高齢者等徘徊 SOS ネッ

トワーク事業登録者数（累計） 
13 人 50 人 

介護予防サポーター養成事業 
介護予防サポーター声かけ 

見守り活動参加者数 
56 人 70 人 

高
齢
者
の
権
利
擁
護
と
認
知
症
施
策
の
推
進 

包括的支援事業（権利擁護業務） 
成年後見制度普及啓発研修

会開催回数（累計） 
0 回 2 回 

認知症サポーター養成事業 

 

認知症初期集中支援事業 

 

認知症ケア向上事業 

 

認知症サポーター数（累計） 3,475 人 6,300 人 

認知症カフェ箇所数 2 箇所 5 箇所 

介護者の集い開催回数（年間） 0 回 6 回 

認知症初期集中支援チーム 

対応件数（累計） 
5 件 30 件 

事業所への専門職の派遣回数

（年間） 
0 回 6 回 
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第６章  資料編 

１ 観音寺市高齢者福祉計画等策定委員会規則 

 

平成 24年３月 26日規則第 10号 

改正 平成 27年１月 20日規則第４号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、観音寺市附属機関設置条例（平成24年観音寺市条例第１号）第２条の

規定に基づき、観音寺市高齢者福祉計画等策定委員会（以下「委員会」という。）に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２条 委員会は、委員25人以内で組織する。 

２ 委員は、市議会議員、市内の公共的団体等、関係行政機関及び識見を有する者等のうち

から市長が委嘱する。 

 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、委員会の目的が達成されたときまでとする。 

 

（会長） 

第４条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務

を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができ

る。 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において行う。 

 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

２ この規則による最初の委員会の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招集

する。 

附 則（平成27年１月20日規則第４号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。  
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２ 観音寺市高齢者福祉計画等策定委員会委員名簿 

 

 
役  職  名 氏  名 備  考 

1 観音寺市自治会連合会 会長 久 保  等 会長 

2 観音寺市民生委員児童委員協議会 会長 石 川  豊 
 

3 

観音寺市議会文教民生常任委員会 委員長 篠 原  和 代 
平成 29(2017)年 

11 月 19 日まで 

観音寺市議会文教民生常任委員会 委員長 伊 丹  準 二 
平成 29(2017)年 

12 月 4 日から 

4 一般社団法人 三豊・観音寺市医師会 代表 業 天  真 之 
 

5 観音寺市歯科医師会 代表 豊 永  達 洋 
 

6 観音寺・三豊薬剤師会 代表 篠 原  幸 雄 
 

7 香川県栄養士会 代表 守谷  加代子 
 

8 三豊地区地域リハビリテーション支援センター 代表 木 村  啓 介 
 

9 香川県西讃保健福祉事務所 所長 井 下  充 利 
 

10 社会福祉法人 観音寺市社会福祉協議会 事務局長 高 橋  守 
 

11 観音寺市身体障害者協会 会長 藤 村  正 一 
 

12 観音寺市老人クラブ連合会 会長 大 倉  利 夫 
 

13 観音寺市ボランティア連絡協議会 会長 國 土  セツ子 職務代理 

14 認知症初期集中支援チーム検討委員会 代表 藤 川  芳 恵 
 

15 
社会福祉法人 繁永会 理事長 

（特別養護老人ホーム 豊恩荘） 
園 田  英 美 

 

16 老人保健施設 わたつみ苑 施設長 廣 畑  衛 
 

17 グループホーム たんぽぽ 取締役所長 舩 橋  繁 樹 
 

18 
医療法人社団大仁会 代表 

（介護付有料老人ホームもりの木） 
冨田  章一郎 

 

19 養護老人ホーム アドニスガーデン 施設長 齋 藤  宗 久 
 

20 ひうち荘居宅介護支援事業所 代表 大河内  恵理 
 

21 市民代表 井 上  賢 
 

22 市民代表 長 船  ミ ユ キ 
 

23 市民代表 薦 田  朱 見 
 

24 市民代表 松 原  淳 子 
 

25 市民代表 宮武  千惠子 
 
※順不同・敬称略 
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３ 用語解説 

 

＜あ行＞                                        

◆インフォーマルサービス 

行政が直接・間接的に提供するサービスでは充足されない「隠れた」ニーズに対応するサービ

スや支援のこと。近隣や地域社会、民間やボランティア等の非公式な援助活動がこれにあたる。

これに対して、国や地方公共団体等公的機関が行う、法律等の制度に基づいた福祉や介護の

サービスのことをフォーマル（サービス）という。 

 

◆ＮＰＯ（Non-Profit Organization） 

ボランティア活動等を行う民間の営利を目的としない団体で、財団法人や社会福祉法人、生

協等も含まれる。 

 

＜か行＞                                        

◆介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要介護（要支援）者等からの相談に応じ、その希望や心身の状況から適切な介護サービス等

を利用できるよう、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成するとともに、市町村や介護サービス事

業者等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営む上で必要な援

助（ケアマネジメント）に関する専門的知識及び技術を有する者として介護支援専門員証の交付

を受けた人。 

 

◆介護事業者 

介護サービス（介護保険法の居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サー

ビス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援）を提供する事業

者。 

 

◆介護認定審査会 

要介護（要支援）認定の審査判定業務を行うために市町村が設置する機関で、保健・医療・

福祉に関する学識経験者で構成される。 

 

◆介護福祉士 

身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある人に対して心身

の状況に応じた介護を行い、並びにその人及びその介護者に対して介護に関する指導を行う専

門職。 

 

◆介護報酬 

介護保険法に基づき行われる介護給付や予防給付について、介護事業者※に支払われる費

用。  
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◆介護予防 

元気な人も支援や介護が必要な人も生活機能の低下や重度化をできるだけ防ぎ、自分らしい

生活を実現できるようにすること。 

 

◆協議体 

地域住民が主体となり、地域で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくりや定期的な情

報共有、連携強化等地域づくりについてみんなで知恵を出し合って考える場であり、市全体につ

いて検討する場を第１層協議体、地域ごとに検討する場を第２層協議体という。 

 

◆ケアハウス 

軽費老人ホーム※の1つで、60歳以上で身体機能の低下により独立した生活には不安があり、

家族による援助が困難な高齢者のための施設。食事、入浴、生活相談、緊急時の対応等のサ

ービスが受けられる。 

 

◆ケアプラン 

介護サービスが適切に利用できるよう、心身の状況、その置かれている環境、要介護（要支援）

者及びその家族の希望等を勘案し、自立支援・重度化防止に向けて利用する介護サービスの

種類、内容及び担当者等を定めた計画のこと。 

 

◆ケアマネジメント 

利用者一人ひとりのニ一ズに沿った最適なサービスを提供できるよう、地域で利用できる様々

な資源を最大限に活用して組み合わせ、調整すること。 

 

◆軽費老人ホーム 

食事の提供やその他日常生活上必要な便宜を供与する施設。A型（給食型）、B型（自炊型）、

ケアハウスの３つがある。 

 

◆権利擁護 

高齢者や障がい者等の人権や様々な権利を保護すること。具体的には、認知症や知的障が

い、精神障がい等により、生活上の判断が難しくなった場合に、成年後見制度や福祉サービス

利用援助事業の活用により生活上の支援を行うことや、虐待や悪徳商法等の権利侵害への対

応の取り組み等。 

 

◆コーホート変化率法 

各コーホート（同じ年又は同じ期間に生まれた人々の集団）について、過去における実績人口

の動勢から「変化率」を求め、基準年度の人口に乗じて将来人口を推計する方法。比較的近い

将来の人口を推計する場合に用いられる推計方法。 
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◆高齢者虐待防止法 

平成18(2006)年４月に施行。正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律」という。国・地方公共団体と国民の責務、被虐待高齢者の保護措置、養護

者への相談、指導、助言等の支援措置を定め、施策の促進と権利擁護を目的とする。同法では、

養護者による高齢者虐待を、養護者がその養護する高齢者に対して行う行為として、①身体的

虐待、②介護・世話の放棄・放任、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の５つを規定し

ている。 

 

◆国民健康保険団体連合会 

国民健康保険法に基づき都道府県ごとに設立される団体。国民健康保険の診療報酬明細書

の審査と診療報酬の支払いが主な業務。介護報酬の支払いや審査機能のほか、サービスに関

する苦情処理やサービスの質の向上に関する調査、指定サービス事業者及び施設に対する指

導・助言等の役割が与えられている。 

 

◆コミュニティ 

居住地域を同じくし、利害をともにする共同社会。地域社会そのものをさすこともある。 

 

＜さ行＞                                        

◆サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連

携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅の名称。平成23(2011)年の「高齢者の居住の安

定確保に関する法律（高齢者住まい法）」の改正により創設された。 

 

◆作業療法士 

身体又は精神に障がいのある人等に対して、積極的な生活を送る能力の獲得を図るため、

種々の作業活動を用いての治療や訓練活動、指導等により作業療法を専門的に行う医学的リ

ハビリテーションを行う技術者。 

 

◆社会福祉協議会 

社会福祉法に基づき全国の都道府県、市町村に設置され、そのネットワークにより活動を進め

ている団体。市民の福祉活動の場づくり、仲間づくり等の援助や、社会福祉に関わる公私の関

係者・団体・機関の連携を進めるとともに、具体的な福祉サービスの企画や実施を行う。 

 

◆社会福祉士 

心身の障がい又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相

談に応じ、助言、指導、保健医療福祉サービスの提供者との連絡調整、その他の援助を行う専

門職。 

 

◆若年性認知症 

18歳以上65歳未満の人で認知症の症状がある場合の総称。  



 

90 

 

◆主任介護支援専門員 

介護支援専門員に指導や助言を行い、包括的・継続的ケアマネジメントの中核的な役割を担

う人。主任介護支援専門員研修を修了する必要があり、研修の受講要件として、５年以上の実

務経験、専門研修の終了等が定められている。平成28（2016）年度から５年ごとの更新制が導

入。 

 

◆生活困窮者自立支援事業 

生活困窮者とは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人のこと

をいう。生活困窮者自立支援法に基づき、現に経済的に困窮し最低限度の生活を維持すること

ができなくなるおそれのある人を対象に、自立に向けての包括的かつ継続的な支援を行う事業。 

 

◆生活支援サービス 

介護に頼らずに自立した生活ができるように支援するため、市が行う保健福祉サービスの１つ。

見守り・安否確認、配食サービス、外出支援、家事援助等。 

 

◆生活支援体制整備事業 

高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けられるよう、住民主体の活動をはじめとした多様

な資源の充実に向けて地域づくりを行っていくための事業をいう。 

 

◆生活習慣病 

食生活、運動、休養、喫煙、飲酒等による生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気の

こと。糖尿病、脳卒中、心臓病、高血圧、脂質異常症、悪性新生物（がん）等が代表的な生活習

慣病である。 

 

＜た行＞                                        

◆第１号被保険者・第２号被保険者 

介護保険では、第１号被保険者は65歳以上、第２号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保

険加入者のことをいう。第１号被保険者は、原因を問わずに要介護（要支援）認定を受けた場合

に介護保険のサービスを利用できるのに対し、第２号被保険者のサービス利用は、加齢に伴う特

定の疾病が原因で要介護（要支援）認定を受けた場合に限定される。 

 

◆団塊の世代 

昭和22(1947)年から昭和24(1949)年までに生まれた世代。 

 

◆地域共生社会 

「支える側」と「支えられる側」という固定された関係ではなく、高齢者、障がい者、児童、生活

困窮者等を含む地域のあらゆる市民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域

社会。 
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◆地域支援事業 

要介護（要支援）状態を予防するとともに、要介護状態となった場合にも、可能な限り、地域に

おいて自立した日常生活を営むことができるよう支援するための事業。  

 

◆地域福祉計画 

高齢者、児童、障がい者等の分野ごとの「縦割り」ではなく、住み慣れた地域で行政と市民が

一体となって、福祉や保健等の多様な生活課題に対応するために必要なサービスや支援の内

容、提供体制等を内容とする計画。 

 

◆地域包括ケア 

高齢者が重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように、医療、介護、

介護予防、住まい、生活支援サービスが切れ間なく提供される地域での支援体制。 

団塊の世代のすべてが後期高齢者となる平成37(2025)年までに整えることを目指している。 

 

◆地域包括ケア「見える化」システム 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するた

めの情報システム。介護保険に関連する情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関する

情報が本システムに一元化され、かつグラフ等を用いた見やすい形で提供されている。 

 

◆地域包括支援センター 

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、市民の健康の保持及び生活の安

定のために必要な援助を行い、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。（介護保険法第115条の46第１項） 

 

◆通所型サービス 

これまで介護保険の給付事業で行っていた全国一律の介護予防通所介護サービスを地域支

援事業に移行し、今までのサービスに加えて市町村の実情に合わせて作り出す多様な主体によ

る様々なサービスを含めた通いの場のことをいう。 

 

＜な行＞                                        

◆認定調査（員） 

要介護（要支援）認定の申請があったときに、市町村職員又は市町村から委託を受けた介護

保険施設及び指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が行う認定に必要な調査。また、

認定調査員は要介護（要支援）認定を受けようとする被保険者を訪問し、その心身の状況、その

置かれている環境等について調査する人。 

 

◆認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する人。 
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◆認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が認知症の疑われる人、認知症の人とその家族を訪問し、認知症の専門医に

よる鑑別診断等を踏まえて、観察・評価を行い、本人や家族支援等の初期の支援を包括的・集

中的（概ね６箇月）に行い、自立生活のサポートを行うチーム。 

 

◆認知症地域支援推進員 

認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に

応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やそ

の家族を支援する相談業務等を果たす人。 

 

＜は行＞                                        

◆パブリック・コメント 

公的な機関が規則あるいは命令等の類のものを制定しようとするときに、広く公に意見・情報・

改善案等を求める手続きのこと。 

 

◆バリアフリー 

障がいによりもたらされるバリア（障壁）に対処するという考え方。 

 

◆訪問型サービス 

これまで介護保険の給付事業で行っていた全国一律の介護予防訪問介護サービスを地域支

援事業に移行し、今までのサービスに加えて市町村の実情に合わせて作り出す多様な主体によ

る様々なサービスを含めた生活支援サービスのことをいう。 

 

＜ま行＞                                        

◆看取り・ターミナル 

「ターミナル」は終末期を表す言葉で、余命がわずかになった人の「看取り」に向けての医療や

看護のこと。 

 

◆民生委員児童委員 

常に市民の立場に立って相談に応じて必要な援助を行い、また、福祉事務所等関係行政機

関の業務に協力する等、社会福祉を増進する奉仕者。県知事の推薦に基づき厚生労働大臣が

委嘱する。 

 

＜や行＞                                        

◆有料老人ホーム 

①入浴・排泄・食事等の介護の提供、②食事の提供、その他日常生活上の便宜としての③洗

濯・掃除等の家事、④健康管理のいずれかを行う施設。 

 

◆ユニバーサルデザイン 

障がいの有無、年齢、性別等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよう、都市や生活環

境をデザインする考え方。  

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%84%8F%E8%A6%8B&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1
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◆要介護状態 

身体上又は精神上の障がいがあるために、入浴・排せつ・食事等の日常生活における基本的

な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要

すると見込まれる状態。その介護の必要の程度に応じて要介護状態区分（要介護１～５）のいず

れかに該当する。 

 

◆要介護（要支援）認定 

介護が必要な状態であるかどうか、どの程度介護を必要とするかどうかを、市町村等が介護認

定審査会※で客観的に評価するもの。要介護（要支援）認定は、要介護１～５、要支援１・２、非

該当のいずれかに分類される。 

 

◆養護者 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」において養護者とは、

高齢者を現に養護するものであって、養介護施設従事者等以外のものをいう。 

 

＜ら行＞                                        

◆理学療法士 

身体に障がいがある人に対して、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操

等の運動や電気刺激、マッサージ、温熱等による理学療法を専門的に行う医学的リハビリテーシ

ョンを行う技術者。 

 

＜わ行＞                                        

◆我が事・丸ごと 

「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として主体的に取り組むことができる

こと。また、従来のような対象者ごとにサービスを整備する「縦割り」ではなく、あらゆるニーズを抱

える市民を「丸ごと」支援できる体制。 
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