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はじめに          

                   
 
 
 
 
 
こ の た び 令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で の ３ 年 間 を 計 画 期 間 と す る

第８期越前市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画を策定しました。 

高齢者を社会全体で支える仕組みとして、介護保険制度が始まり２０

年になりますが、この間に制度の定着が進み、サービスの供給体制も段

階的に整備されてきました。  

本市ではこれまで、「安心して暮らせる長寿社会の実現」を目指し、

地域における介護予防や生きがいづくりに積極的に取り組み、要介護認

定率の抑制などの成果を上げてきました。  

しかし、今後はいわゆる団塊の世代の高齢化による要介護認定者や認

知症高齢者の大幅な増加や、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加

が見込まれる一方、生産年齢人口の減少による介護の担い手不足が懸念

されています。  

高齢者の生活を支えていくには、介護保険制度によるサービスの確保

だけでは十分とは言えない時代を迎えつつあるのです。  

そこで、本計画では団塊の世代が７５歳となる２０２５年（令和７年）、

さらには団塊ジュニア世代が６５歳となる２０４０年（令和２２年）を

見据え、「～地域共生社会を目指して～安心して暮らせる健康長寿社会

の実現」を基本理念に掲げ、介護を受けている高齢者も元気な高齢者も、

認知症の高齢者もそうでない高齢者も、高齢者一人一人が尊重され、生

きがいを持って、その人らしく住み慣れた地域で安心して暮らせる社会

を目指すこととしました。  

市民の皆さまには、本計画の実現に向け、ご理解とご協力をお願いい

たします。  

結びに、本計画の策定に当たり、ご尽力いただいた越前市介護保険運

営協議会の皆さま、並びに各種アンケートの実施や計画(案 )への意見募

集にご協力いただいた皆さまに心からお礼申し上げます。  

 
     令和３年３月  

              越前市長 奈良 俊幸 
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第１章 計画策定にあたって 

第１節   計画策定の背景 

１ 計画の趣旨 

  高齢者に関する各種の福祉保健事業及び平成１２年度（２０００年度）から

始まった介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画である「高齢者福祉

保健計画・介護保険事業計画（以下「計画」という。）」は、３年ごとに見直し

を行います。 

  全国的に少子高齢化が進展していく中、団塊の世代が７５歳以上となる令和

７年（２０２５年）、さらには団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２

年（２０４０年）を見据え、制度の持続可能性を維持しながら、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ができるよ

う、高齢者に関する福祉保健施策と介護保険施策を一体的に実施していくため、

第８期計画を策定します。 

   

２ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて 

  地域包括ケアシステムとは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有す

る能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護

予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制です。 

介護保険制度が、高齢者を社会全体で支える仕組みとして平成１２年４月に

創設され、２０年が経過しました。その間、制度の定着とともに介護保険サー

ビスの供給体制も、居宅サービスや施設サービス、さらに地域密着型サービス

と段階的に整備されました。 

しかしながら、今後、いわゆる団塊の世代の高齢化による要介護認定者や認

知症高齢者の大幅な増加、また、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加

が見込まれており、生産年齢人口の減少による介護の担い手不足も懸念されて

います。高齢者の生活を支えて行くためには介護保険制度によるサービスの確

保だけでは十分とはいえません。 

高齢化が進展していく中において、住み慣れた地域で安心してその人らしい

生活が出来るよう、介護保険制度によるサービスのみならず、地域の実情に合

わせて、地域包括ケアシステムをより深化・推進していくことが必要となって

います。 

 

第２節 計画の基本理念  

第７期越前市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画の基本理念を継承しつつ、
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要介護状態になることを予防するとともに、介護を受けている高齢者も元気な高

齢者も、認知症の高齢者もそうでない高齢者も、高齢者一人ひとりが尊重され、

生きがいを持って住み慣れた地域で安心してその人らしく暮らせる社会を目指

し、「～地域共生社会を目指して～安心して暮らせる健康長寿社会の実現」を計

画の基本理念とします。 

 

第３節 法令等の根拠  

この計画は、老人福祉法第２０条の８第１項の規定に基づく市町村老人福祉計

画と介護保険法第１１７条第１項の規定に基づく介護保険事業計画を一体的に

策定します。また、策定にあたっては「越前市地域福祉計画」や「越前市健康２

１計画」ほか他部門の計画との調和に配慮して策定します。 

 

１ 高齢者福祉保健計画 

高齢者福祉保健計画は、高齢者の健康と福祉の増進を図るために策定する計

画で、高齢者施策の基本的方向性や目標を設定し、その実現に向けて取り組む

べき施策等を定めたものです。 

 

２ 介護保険事業計画 

介護保険事業計画は、介護保険事業に係る保険給付等を円滑に行うことを

目的とし、国の基本指針に則りながら、人口の推移、要支援・要介護者数、

介護保険事業サービスの利用に関する意向等を勘案し、今後の介護給付費等

サービス見込量、取り組むべき施策等を定めたもので、地域の実情に応じた

介護保険事業運営の基礎となります。 

 

第４節 計画策定に向けた取組み及び体制 

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査等の実施   

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（以下「ニーズ調査」という。）」は、

地域に居住している高齢者の健康状態や日常生活の状況を調査し、どの圏域に、

どのようなニーズをもった高齢者が、どの程度生活しているのかを把握し、高

齢者の生活状態に合った介護（予防）サービスや各種福祉サービスを適切に提

供するために実施しました。 

さらに、要介護者の在宅生活の継続や介護者の就労の継続に有効な介護サー

ビスのあり方を検討するための調査として、市内在住の要介護認定を受けてい

る方を対象に、「在宅介護実態調査」を実施しました。 

また、介護サービス事業者や介護支援専門員（以下「ケアマネジャー」とい
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う。）にもアンケート調査を実施し、高齢者や介護を取り巻く状況について、

様々な角度から実態把握を行いました。 

 

２ 越前市介護保険運営協議会 

第８期計画の策定にあたっては、公募の市民、保健・医療・福祉関係者、学

識経験者により構成された越前市介護保険運営協議会（以下「運営協議会」

という。）において検討を進めてきました。 

また、本計画は、高齢者の生活全般にかかわる計画であり、市の各部局や地

域福祉推進の役割を担う越前市社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」と

いう。）との連携が非常に重要であることから、高齢者福祉の考え、方向性を

行政全体で共有するために計画策定ワーキンググループを設置し、意見交換

や協議を行い、運営協議会へ提出する素案を検討しました。 

 

３ パブリック・コメント 

市民の皆様から、運営協議会において検討された本計画（案）に対し幅広く

ご意見をいただくため、市役所や地区公民館などの窓口、市ホームページな

どにおいて計画(案)を公表し、市民の意見把握と反映に努めました。 

 

第５節 日常生活圏域の設定について 

地域包括ケアシステムの構築のために、必要なサービスを身近な地域で受けら

れる体制整備を進める単位を「日常生活圏域」といいます。国においては、概ね

３０分以内で活動できる範囲としています。 

本市では、人口のバランス、生活環境の類似性、高齢化率により、市内を６つ

のエリアに区分しています。 

さらに、近年の急速な高齢化を背景に、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、

認知症の方や閉じこもりの方が年々増加していることなどから、日常生活圏域毎

の拠点の強化を図るため、第８期計画からは、従来の日常生活圏域６か所に３職

種の専門職員を中心とした地域包括支援センターを設置することとしました。 

これにより、地域実情を把握し、より一層地域に根差したきめ細やかでかつ専門

的な支援を推進していきます。 

なお、地域の課題の内容などにより、「小学校区」の圏域や、市全体で事業に

取り組んでいきます。 

また、施設整備にあたっては、日常生活圏域内でバランスの取れたサービス提

供が確保されることを念頭に行うこととします。 
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〔日常生活圏域内の高齢者人口数〕       （令和２年４月１日現在） 

圏域 
人 口 

 （人） 

高齢者人口 

  （人） 

高齢化率 

  （％） 
地区名（「小学校区」） 

１ 16,513 4,680 28.34 東、国高 

２ 12,783 3,835 30.00 西、神山、白山 

３ 15,815 4,434 28.04 南、坂口、王子保 

４ 14,064 3,435 24.42 吉野、大虫 

５ 11,765 3,360 28.56 北新庄、北日野、味真野 

６ 11,423 3,981 34.85 粟田部、岡本、南中山、服間 

計 82,363 23,725 28.81  

  

第６節 計画の期間 

第８期計画の計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間です。 

第８期計画では、「団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）の

みならず、団塊ジュニア世代が６５歳以上となり高齢者人口がピークを迎える令

和２２年（２０４０年）」を見据えた目標設定としました。 

 

【計画の期間】 

 

 

 

第８期計画 
第７期計画 第９期計画 第１４期計画 

平成 30～ 

令和 2 年度 

（2018～2020） 

 令和 3～5 年度 

（2021～2023） 

 令和 6～8 年度 

（2024～2026） 

令和 21～ 

23 年度 

（2039～2041） 

 

 

 

２０２５年及び２０４０年の見通し 
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ＳＤＧｓとは、「持続可能な開発目標」

と訳され、２０１５年９月の国連サミッ

トで採択された「持続可能な開発のため

の２０３０アジェンダ」にて記載された

２０１６年から２０３０年までの国際目

標です。ＳＤＧｓは、発展途上国のみな

らず先進国が自ら取り組まなければなら

ない課題を含む、全ての国に適用される

普遍的（ユニバーサル）な目標であり、

持続可能な世界を実現するための１７の

ゴール（目標）及び１６９のターゲット

から構成され、地球上の「誰一人として

取り残さない」ことを誓っています。 

 

 

第７節 他制度による計画等の整合調和 

医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保さ

れる体制である地域包括ケアシステムの推進が重要であるため、本計画は、「高

齢者福祉保健計画」と「介護保険事業計画」を一体のものとして作成され、「越

前市総合計画」、「越前市地域福祉計画」、「越前市障がい者計画・障がい福祉計画」、

「越前市健康２１計画」、「越前市地域防災計画」、「越前市新型インフルエンザ等

対策行動計画」や県が策定する「福井県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画」、

「福井県医療計画」との整合性を図りつつ策定しています。  

 

第８節 計画とＳＤＧｓの位置づけ 

１ ＳＤＧｓ（エス ディー ジーズ）の推進 

 

 

 

 

 

 

２ 越前市におけるＳＤＧｓの推進 

本市では、越前市総合計画において、基本理念、重点目標及び将来像を定め、

将来像である「国府の文化と匠の技、日野の山川に育まれ、ひとづくり、ものづ

くり、まちづくりの活力みなぎる“元気な自立都市 越前”」を実現するための

５本のまちづくりの柱を「将来への羅針盤」として各種政策を位置付け、目標や

ターゲット、評価指標を明確にして推進しています。この市総合計画には、ＳＤ

Ｇｓにおける１７の全ての目標が盛り込まれ、民間企業や各種団体、ＮＰＯ、市

民等の連携を図りながら、「自立」と「協働」の基本理念のもとその実現に向け

て取り組んでおり、市総合計画の推進を図ることが、ＳＤＧｓの推進に繋がるも
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のと考えています。 

ＳＤＧｓの目標 目指す取り組み 

  

 本計画は、介護を受けている

高齢者も元気な高齢者も、認知

症の高齢者もそうでない高齢者

も、高齢者一人ひとりが尊重さ

れ、生きがいを持って住み慣れ

た地域で安心してその人らしく

暮らせる社会を目指し、「～地域

共生社会を目指して～安心して

暮らせる健康長寿社会の実現」

を基本理念としています。 

 本市の現状や課題を踏まえ、

計画の施策を実施する中で、貧

困や差別をなくし、あらゆる災

害への対策を図り、公平、公正

で持続可能な共生社会の実現に

向け、ＳＤＧｓの左記の目標を

取り入れ推進していきます。 
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第２章  

高齢者・要介護（要支援）認定者の現状 

第１節 高齢者の現状 

１ 高齢化の進展        

令和２年４月１日現在の本市の人口は８２，３６３人で、６５歳以上の高齢

者人口は２３，７２５人、高齢化率は２８．８１％となっており、全国の平均

値、福井県の平均値よりも低くなっています。 

一方、７５歳以上の後期高齢者人口は１２，４３９人で、高齢者の半数以上

（５２．４％）となっています。令和７年（２０２５年）には「団塊の世代」

が７５歳以上の後期高齢者となり、令和２２年（２０４０年）には本市の高齢

化はピークを迎えるものと考えられます。 

また、年齢別人口構成から今後の高齢化の進行状況を推計すると、第７期計

画最終年の令和２年度末に高齢化率が２９．４３％に達し、第８期計画最終年

の令和５年度には約３０％を超えると予測されます。 

  （引用：「越前市人口ビジョン」（令和２年３月改定）における将来人口の目標値） 

 

[越前市の高齢者人口の推移]                     （人） 

 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 令和 2 年 

総人口 84,487 83,617 83,614 83,366 82,982 83,122 82,754 82,363 

高齢者人口 21,084 21,858 22,462 22,955 23,324 23,523 23,718 23,725 

高齢化率 24.96％ 26.14％ 26.86％ 27.54％ 28.11％ 28.30％ 28.66％ 28.81% 

※資料：住民基本台帳 各年４月１日現在  
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〔越前市の人口推移〕                 

 

                           

〔高齢化率の比較〕              （令和元年１０月１日現在）  

 総人口 高齢者人口 高齢化率 

越前市 ８２，０７９人 ２３，７１４人 ２８．９％ 

福井県 ７６７，７４２人 ２３１，５００人 ３０．５％ 

全国 １２６，１６７千人 ３５，８８５千人 ２８．４％ 

  ※資料：越前市、福井県は福井県の推計人口（高齢化率：高齢者人口/総人口―年齢不詳人口） 

全国は総務省統計局人口推計 

 

２ 高齢者世帯の現状 

   令和２年４月１日現在、本市の全世帯のうち、高齢者がいる世帯の割合は

５１．０％です。また、高齢者がいる世帯のうち、高齢者の一人暮らし世帯

割合は２５．０％、夫婦ともに高齢者である世帯（高齢夫婦世帯）の割合は

１９．７％となっており、高齢者の一人暮らし世帯と高齢夫婦世帯を合わせ

ると、高齢者がいる世帯の４４．７％となっています。 

また、本市の特徴として、夫婦共働きの比率が高く、高齢者がいる世帯の中

で、日中独居になる割合が非常に高くなっています。 

 

R7 年、R22 年は推計値 
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第２節 要介護（要支援）認定者の現状 

要介護（要支援）度別の認定者数（第２号被保険者を含む）をみると、平成２

９年度に始まった介護予防・日常生活支援総合事業に要支援認定者が移行したこ

とにより、平成２９年３月末と平成３０年３月末で比較すると、要支援１・２の

割合が減少しています。 

要介護認定率（第１号被保険者数に占める認定者数の割合）は、平成３０年３

月末に１６．０％まで減少しましたが、令和２年３月末は１６．３％となり、微

増しています。本市は、福井県や全国の平均と比較しても低い状況です。 

 

[要介護（要支援）認定者数・要介護認定率の推移]        

 (認定者数（人）、構成比（％）、要介護認定率（％）) 

 
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 
合計 

要介

護認

定率 

平成 28年

3 月末 

認定者数 173 586 893 849 668 573 347 4,089 17.5 

構成比 4.2 14.3 21.9 20.8 16.3 14.0 8.5 100.0  

平成 29年

3 月末 

認定者数 181 545 839 919 659 571 372 4,086 17.2 

構成比 4.4 13.3 20.5 22.5 16.2 14.0 9.1 100.0  

平成 30年

3 月末 

認定者数 
104 376 805 925 666 596 361 3,833 16.0 

構成比 
2.7 9.8 21.0 24.1 17.4 15.5 9.4 100.0  

平成 31年

3 月末 

認定者数 
120 418 782 967 661 579 368 3,895 16.2 

構成比 
3.1 10.7 20.1 24.8 17.0 14.9 9.4 100.0  

令和 2 年

3 月末 

認定者数 
119 424 816 948 656 558 387 3,908 16.3 

構成比 
3.1 10.8 20.9 24.2 16.8 14.3 9.9 100 
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[認定率・調整済認定率の推移]             毎年３月末現在（％） 

 越前市 福井県平均 全国平均 

平成

25 年 

平成

28 年 

平成

31 年 

平成

25 年 

平成

28 年 

平成

31 年 

平成

25 年 

平成

28 年 

平成

31 年 

認定率 18.0 17.5 16.2 17.6 17.9 17.6 17.6 17.9 18.3 

調整済認定率 16.5 15.6 14.8 16.3 16.2 16.2 17.6 17.9 18.3 

調整済重度認定率 6.5 5.9 6.0 6.6 6.2 6.4 6.4 6.2 6.3 

調整済軽度認定率 9.9 9.6 8.8 9.7 10.0 9.8 11.2 11.7 12.0 

認定者のうち 

重度者の構成比 
39.9 38.9 41.3 40.5 39.0 39.9 36.4 34.7 34.4 

＊（第１号被保険者の性別・年齢構成の影響を除外した認定率） 

 重度認定：要介護３～５ 軽度認定：要支援１～要介護２ 

 

 

[越前市及び福井県等要介護認定率の推移]    

 
           (資料 越前市、福井県・全国は厚生労働省介護保険事業状況報告) 

 

 

 

 

越前市の要介護認定率は、平成２９年度からスタートした新しい介護予防・日

常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）の効果により、平成３０年度

に大きく減少し、その後は微増となっており、国県の認定率と比較すると、１～

２％低くなっています。 

平成21年 平成22年 平成23年 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 令和2年
全　国（％） 15.98 16.25 16.87 17.29 17.64 17.77 17.92 17.95 17.98 18.01 18.30 18.45

越前市（％） 15.63 16.01 17.10 17.73 17.97 17.80 17.70 17.47 17.21 16.03 16.19 16.26
福井県（％） 15.36 15.75 16.67 17.21 17.64 17.66 17.87 17.90 17.92 17.39 17.64 17.55
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[介護給付費の推移]  

 
 

平成２６年以降、横ばい状態が続きましたが、令和元年度に介護報酬の単価が

上がり、介護給付費も上昇しています。 

 

第３節 第７期までの取組み 

第７期計画は、前計画の基本理念｢安心して暮らせる長寿社会の実現｣を継承し

つつ、これまでの施策の実施状況や制度改正を踏まえて、「健康で生きがいを持

って暮らせるまちづくり」「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」「高

齢社会に対応したまちづくり」を基本施策として、各施策に取り組んできました。 

 

１ 健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり  

高齢者が、健康でいきいきと暮らしていけることができるように、本市では、

高齢者の介護予防、健康づくり、生きがいづくりに取り組んできました。特に、

平成２４年度からは介護予防・日常生活支援総合事業（旧総合事業）にいち早く

取り組み、年々上昇していた要介護認定率は横ばいとなり、平成２７年度以降は

低下してきました。 

平成２９年度からスタートした総合事業では、要支援１～２及び基本チェック

リストによる生活機能の低下がみられる方を対象とした「訪問型」と「通所型」

のサービスを展開するとともに、その他、６５歳以上の全ての高齢者を対象とし

た体操教室などの一般介護予防事業に取り組みました。 

これらの介護予防事業の充実により要介護認定率は低下し、高齢者が増加する
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中でも要介護認定率は微増となっています。       

また、一般介護予防事業では、「いきいきふれあいのつどい」（以下「つどい」

という。）を市内全域２１２箇所で実施し、高齢者の介護予防や居場所づくりを推

進しています。また、介護予防事業の参加者に男性が少ないことが課題であった

ため、平成３１年度から「男の貯筋講座」を開催し、男性に限定した介護予防教

室も実施しています。 

健康づくりの推進として健康２１計画は、「良いこといっぱい たばこ０
ゼロ

本」「毎

日プラス １皿の野菜」「おいしく減塩 １日マイナス２ｇ」「歯みがき（寝る前） 

プラス５分」「毎日運動 プラス１０分」を行動指針として、健康寿命延伸を目指

してきました。 

また、高齢者が地域の中で生きがいをもって暮らしていくためには、社会参加

やボランティア活動等が大切であると考え、平成２８年度から、奉仕活動やスポ

ーツ活動に取り組むいきいきシニアクラブ連合会（以下、「シニアクラブ」という。）

の会員拡大に対する支援を始めました。令和２年度には女性部会にも力を入れ、

女性会員の拡大を図っています。 

あわせて、シニア世代の社会（地域）参加を促すため、やすらぎ支援員の養成

講座やフォローアップ研修を実施し、受講者は、在宅の認知症高齢者を訪問し、

安否確認や話し相手等をするなど、介護者の負担を軽減するボランティア活動「認

知症家族やすらぎ支援事業」を展開しています。 

 

２ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

  高齢者が、介護が必要になっても、住み慣れた地域で自分らしく安心して

暮らしていけるように、生活支援サービスの推進、重度化防止の推進、家族

介護の支援等の充実を図ってきました。 

地区の高齢者の日常的な困りごとを、地区の住民が主体となって助け合う住

民主体型生活支援サービスについては、令和２年９月現在、７団体が設立され

ています。各地区の需要に応じ、高齢者生活支援サポーター養成講座を開催し、

担い手の養成など事業を実施するための支援をしています。 

重度化防止の推進では、地域ケア個別会議を定期的に開催し、多職種の意見

を踏まえながら、個別ケースを通して課題分析を行い、意見交換することでケ

アマネジャーの自立支援に向けたケアマネジメント力の向上に努めました。 

家族介護の支援や認知症施策の推進では、介護予防に関する講座や認知症サ

ポーター養成講座を開催し、介護や認知症に対する理解を深めてきました。 

認知症の方とその家族、地域住民の方など誰でも参加できる認知症カフェは、

市内８箇所に設置されています。認知機能の低下が見られる方に対し早期対応

を図るため、平成２８年度に１チーム設立した認知症初期集中支援チームは、

令和２年度にさらに１チーム設立し、２チームとなりました。 
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 また、環境整備を推進するため、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅

介護、看護小規模多機能型居宅介護を各１箇所、認知症対応型共同生活介護を

２箇所、２４時間３６５日在宅医療と在宅ケアを支える定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を１箇所整備しました。 

 

３ 高齢者に対応したまちづくり 

地域包括支援センターの機能強化に向け、市と６箇所の日常生活圏域毎に設 

  置してある地域包括支援センター及びサブセンターが、常に課題や情報を共

有し、高齢者の総合相談や介護予防事業などに取り組みました。 

また、住民主体の介護予防拠点となる町内集会所等を高齢者が利用しやすい

環境とするため、施設整備に対する助成や高齢者が住み慣れた家で安全に生活

出来るよう、バリアフリーなどの住居環境の整備に対する助成を行いました。 
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第４節  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果及び在宅 

介護実態調査結果 

１ 調査の概要     

(１) 目的  

この調査は、本計画策定の基礎資料とするため、高齢者の健康状態や介護予

防・日常生活の状況及び在宅介護の実態などを調査したものです。 

(２) 対象 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査：越前市在住の６５歳以上（要介護認定  
者（要介護１～５）を除く）を無作為抽出  

在宅介護実態調査：越前市在住の要介護認定を受けている方を無作為抽出  
(３) 調査の方法 

    郵送にて配布し、同封の封筒にて回収。  
(４) 調査の期間  令和元年１２月１８日～令和２年２月１０日  
(５) 回収率等    

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 1,080 通 768 通 71.1％ 

在宅介護実態調査 1,200 通 720 通 60.0％ 

 

２ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果  
(１) 結果の概要 

年齢 

 
 
 
 
 
 
 
性別 

 

 

 

 

 

 

６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳 ８０～８４歳

８５～８９歳 ９０歳以上 無回答

回答者数 =

 768 7.0 12.1 18.0 21.6 22.7 12.4 6.3

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

男性 女性 無回答

回答者数 =

 768 31.3 51.3 17.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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居住地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族の状況 

  「息子・娘との２世帯」の割合が２６．６％と最も高く、次いで「夫婦２人

暮らし（配偶者 65 歳以上)」の割合が２３．０％「１人暮らし」の割合が２１．

１％となっています。 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

身体の状況 

「介護・介助は必要ない」の割合が４８．７％と最も高く、次いで「現在、

何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている

場合も含む）」の割合が３３．７％、何らかの介護・介助は必要だが、現在は

受けていない」の割合が１２.８％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東地区 西地区 南地区 神山地区 吉野地区

国高地区 大虫地区 坂口地区 王子保地区 北新庄地区

北日野地区 味真野地区 白山地区 粟田部地区 岡本地区

南中山地区 服間地区 無回答

回答者数 =

 768 9.6 8.9 9.8 3.8 7.7 8.2
6.6

1.3
5.6

2.9
6.0

6.3

2.2
3.9

4.7

3.1
3.5 6.0

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

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下） 息子・娘との２世帯

その他 無回答

回答者数 =

 768 21.1 23.0 2.2 26.6 21.1 6.0

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

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）

無回答

回答者数 =

 768 48.7 12.8 33.7 4.8

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



 １６

転倒について 

転倒の不安について「やや不安である」の割合が４０．６％と最も高く、次

いで「とても不安である」の割合が３５．０％となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

外出について 

週１回以上外出している割合をみると、「週２～４回」の割合が４２．８％

と最も高く、次いで「週１回」の割合が２２．８％、「週５回以上」の割合が

２０．７％となっています。また、「ほとんど外出しない」の割合が１１．３％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年と比べて外出の回数が「減っている」の割合が３２．３％と最も高く、

次いで「あまり減っていない」の割合が２８．１％、「減っていない」の割合

が２２．８％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても不安である やや不安である あまり不安でない

不安でない 無回答

回答者数 =

 768 35.0 40.6 13.4 9.5 1.4

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

ほとんど外出しない 週１回 週２～４回 週５回以上 無回答

回答者数 =

 768 11.3 22.8 42.8 20.7 2.3

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

とても減っている 減っている あまり減っていない

減っていない 無回答

回答者数 =

 768 11.7 32.3 28.1 22.8 5.1

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



 １７

「とても減っている」「減っている」と回答した人の外出を控えている理由

については、「足腰などの痛み」の割合が６４．８％と最も多く、次いで「交

通手段がない」の割合が２８，７％、「病気」の割合が１７．２％となってい

ます。外出の手段は、「自動車（人に乗せてもらう）」の割合が３８．８％と最

も高く、次いで「自動車（自分で運転）」の割合が２９．９％、「徒歩」の割合

が２５．４％となっています。 

 

外出を控える理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 338 ％

病気

障害（脳卒中の後遺症など）

足腰などの痛み

トイレの心配（失禁など）

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

外での楽しみがない

経済的に出られない

交通手段がない

その他

無回答

17.2

6.2

64.8

15.1

13.3

8.9

16.0

5.6

28.7

9.2

0.0

0 20 40 60 80 100



 １８

  外出の手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 768 ％

徒歩

自転車

バイク

自動車（自分で運転）

自動車（人に乗せてもらう）

電車

路線バス

病院や施設のバス

車いす

電動車いす（カート）

歩行器・シルバーカー

タクシー

その他

無回答

25.4

14.6

1.0

29.9

38.8

4.7

10.2

5.7

1.4

1.3

8.6

18.6

2.7

3.1

0 20 40 60 80 100



 １９

地域での活動について 

参加している割合をみると、⑤老人クラブが最も高く、次いで、⑦いきい

きふれあいのつどい、③趣味関係のグループとなっています。また、他に比

べ、⑥町内会・自治会で「年に数回」、⑧収入のある仕事で「週４回以上」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の活動参加意思 

地域での健康づくり活動や趣味等のグループ活動に「参加してもよい」の割

合が３７．２％と最も高く、次いで「参加したくない」の割合が３５．３％と

なっていますが、反面、企画・運営（お世話役）の参加は、「参加したくない」

の割合が５４．３％と最も高く、次いで「参加してもよい」の割合が２５．８％

となっています。 

   

地域での活動参加 

 

 

 

 

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回

年に数回 参加していない 無回答

回答者数 = 768

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループや
　クラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤老人クラブ

⑥町内会・自治会

⑦いきいきふれあいのつどい

⑧収入のある仕事

0.9

2.3

1.4

0.5

1.3

0.5

1.6

6.0

1.6

4.4

3.0

1.0

0.9

0.4

2.3

1.8

1.7

4.4

3.9

1.7

2.1

0.7

4.2

0.8

3.3

3.3

7.6

2.9

10.9

4.2

7.8

1.3

3.1

1.3

3.0

2.2

8.6

14.3

6.9

1.4

44.3

41.4

40.0

45.7

38.8

36.5

38.7

43.9

45.2

42.8

41.1

46.0

37.4

43.5

38.5

44.8

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

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答

回答者数 =

 768 9.5 37.2 35.3 6.6 11.3

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



 ２０

  企画・運営での参加 

 

 

 

 

   

 

 

（２） 生活機能評価等に関する分析 

運動器の視点 

全体平均では、５０．９％が運動器の機能低下となっています。 

性別・年齢階級別にみると、全体的に、男性に比べ女性で割合が高くなっ

ていますが、８５歳以上では、同程度となっています。 

閉じこもりの視点 

  全体平均では、３５．０％が閉じこもりがちになっています。年齢が高く

なるほど閉じこもり傾向にあり、全体的に、男性に比べ女性で割合が高くな

っていますが、男性は８０～８４歳で急激に閉じこもりがちになり、８５歳

以上では、女性と同程度となっています。 

転倒の視点 

全体平均では、５１．４％が転倒の危険性が高い該当者になっています。 

女性は徐々に割合が高くなっていますが、男性は８５歳以上で大きく割合

が増加し、男性が女性を上回っています。 

 栄養の視点 

全体平均では、２．６％が栄養低下該当者となっています。 

男女ともに７５～７９歳で最も栄養低下の割合が高くなっています。 

口腔の視点 

全体平均では、３９．６％が口腔の機能低下該当者となっています。 

男性は８０～８４歳で４３．５％と急激に口腔の機能低下が高くなり、女

性は７０～７４歳で４０．８％と急激に機能低下が高くなります。 

認知の視点 

全体平均では、１２．０％が認知の機能低下該当者となっています。 

男女とも８５歳以上で２０％を超え最も割合が高くなっています。 

    うつの視点 

全体平均では、４５．４％がうつの危険性が高い該当者となっています。 

女性は概ね４０％代後半の横ばいとなっていますが、男性は７０～７４歳

で減少しますが、以降は年齢が高くなるにつれ該当者割合が増加します。 

 

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答

回答者数 =

 768 4.6 25.8 54.3 3.8 11.6

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



 ２１

日常生活の視点 

    一人で「外出」「買い物」「食事の準備」「請求書の支払い」「預貯金の出し

入れ」をしているかどうかの手段的自立度（ＩＡＤＬ）においては、全体平

均では、１９．７％が低下となっています。男性では８５歳以上で４０．３％

となり急激に増加します。また、女性では、７０～７４歳を除いて、男性よ

りも下回っています。 

 
３  在宅介護実態調査結果 

（１） 回答者の概要 

回答者世帯の状況 

「単身世帯」の割合が１２．２％、「夫婦のみ世帯」の割合が１８．６％と

なっています。年齢は、「９０歳以上」の割合が３５．７％と最も高く、次い

で「８５～８９歳」の割合が２４．４％、「８０～８４歳」の割合が１７．９％

となっています。要介護度別にみると、「要介護２」の割合が２６．１％と最

も高く、次いで「要介護３」の割合が２３．５％、「要介護１」の割合が１５．

６％となっています。  
 
年齢  
 
 
 
 
 
 
 
要介護度 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65歳未満 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳

85～89歳 90歳以上 無回答

回答者数 =

 720
0.7
3.9

6.0
11.1 17.9 24.4 35.7 0.3

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

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 わからない 無回答

回答者数 =

 720
4.3

3.6 15.6 26.1 23.5 15.1 8.3
0.6

2.9

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



 ２２

身体の状況について 

「認知症」の割合が４４．４％と最も高く、次いで「糖尿病」の割合が１６．

９％、「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」の割合が１６．８％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の主な意見】 

・高血圧 

・歩行困難 

・胃、十二指腸潰瘍 

・うつ症状     等 

回答者数 = 720 ％

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

悪性新生物（がん）

呼吸器疾患

腎疾患（透析）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、

脊柱管狭窄症等）

膠原病（関節リウマチ含む）

変形性関節疾患

認知症

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚

障害を伴うもの）

その他

なし

わからない

無回答

15.4

14.6

5.4

5.4

1.4

16.8

2.4

7.9

44.4

5.4

2.1

16.9

15.6

23.3

2.6

1.4

2.4

0 20 40 60 80 100



 ２３

主な介護者について 
主な介護者の方の年齢は、「６０歳代」の割合が３８．８％と最も高く、次

いで「７０歳代」の割合が２１．７％、「５０歳代」の割合が２１．３％とな

っています。また、「男性」の割合が２５．３％、「女性」の割合が７２．２％

となっています。  
 
年齢 

 
 

 
 
 
 
 

 
性別 

男性 女性 無回答

回答者数 =

 474 25.3 72.2 2.5

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

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代

50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

わからない 無回答

回答者数 =

 474
0.2

1.3
4.0

21.3 38.8 21.7 10.8 1.9

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



 ２４

主な介護者が行なっている介護等について 

「食事の準備（調理等）」、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」の割

合が７５．７％と最も高く、次いで「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」

の割合が６８．８％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回答者数 = 474 ％

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

わからない

無回答

34.4

28.7

28.3

16.7

31.4

46.6

34.6

67.5

62.4

39.9

12.4

75.7

75.7

68.8

2.5

1.1

0.6

0 20 40 60 80 100



 ２５

介護の方が最も負担・不安に感じている介護等 

「認知症状への対応」の割合が２６．４％と最も高く、次いで「夜間の排  

泄」の割合が２１．７％、「外出の付き添い、送迎等」の割合が２０．５％と

なっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 474 ％

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

無回答

15.8

21.7

6.5

7.8

1.9

5.1

8.4

20.5

7.0

26.4

4.0

15.0

11.0

6.1

8.2

9.5

15.2

0 20 40 60 80 100



 ２６

介護のための離職について 

ここ１年に「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」と回答した

割合が６６．２％と最も高く、次いで「主な介護者が仕事を辞めた（転職除

く）」の割合が１０．３％なっています。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

主な介護者の勤務形態について 

「働いていない」の割合が４５．１％と最も高く、次いで「フルタイムで

働いている」の割合が２６．８％、「パートタイムで働いている」の割合が

１９．２％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

回答者数 = 474 ％

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

10.3

1.1

0.6

0.6

66.2

4.6

17.1

0 20 40 60 80 100

フルタイムで働いている パートタイムで働いている

働いていない 主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

回答者数 =

 474 26.8 19.2 45.1 0.6 8.2

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



 ２７

働き方の調整について 

フルタイム・パートタイムで働いている介護者のうち働き方で調整等をし

ているかの問いに「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」の割合が３６．２％

と最も高く、次いで「特に行っていない」の割合が３５．３％、「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」の割合が

１５．１％となっています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 218 ％

特に行っていない

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

介護のために、「在宅勤務」を
利用しながら、働いている

介護のために、２～４以外の

調整をしながら、働いている

主な介護者に確認しないと、

わからない

無回答

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

35.3

36.2

15.1

2.3

12.8

0.5

6.9

0 20 40 60 80 100



 ２８

介護者の仕事の両立について 

勤務先からどのような支援があれば仕事と介護の両立に効果があるかで

は、「介護をしている従業員への経済的な支援」の割合が２２．９％と最も

高く、次いで、「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」の割合が

２２．０％となっています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設入所等の検討 

「入所・入居は検討していない」の割合が４９．２％と最も高く、次いで

「入所・入居を検討している」の割合が２０．０％、「すでに入所・入居申

し込みをしている」の割合が１８．９％となっています。  
 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 218 ％

自営業・フリーランス等のため、

勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度

の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択

（フレックスタイム制など）

働く場所の多様化

（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する

情報の提供

介護に関する相談窓口・

相談担当者の設置

介護をしている従業員への
経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、

わからない

無回答

20.6

17.0

17.9

22.0

7.3

6.4

6.4

22.9

0.5

16.5

1.4

9.6

0 20 40 60 80 100

入所・入居は検討していない 入所・入居を検討している

すでに入所・入居申し込みをしている 無回答

回答者数 =

 720 49.2 20.0 18.9 11.9

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



第３章　第８期計画の基本理念及び基本政策

　第１節　計画の体系

 ○は重点項目

基本
理念

基本政策 施　　　　　　　策 指　　　　標

～
　
地
域
共
生
社
会
を
目
指
し
て
　
～

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
健
康
長
寿
社
会
の
実
現

１ 介護予防・健康づくり施策の推進

２ 生活支援体制の強化

３ 認知症施策の推進

４ 地域包括ケアシステムの推進

５ 高齢社会に対応したまちづくり

６ 介護サービス提供体制の強化

〇(1) 自立に向けた介護予防事業の推進

〇(2) 健康づくりの推進

（3）高齢者の生きがいづくりの推進

〇(1) 地域共生社会に向けた支え合いの推進

(2) 生活支援サービスの推進

〇(1) 認知症施策の推進

(2) 家族介護の支援

（3）高齢者の権利擁護の推進

〇(1) 地域包括ケアシステムの推進

〇(2) 在宅医療と介護の連携強化

(1) 外出しやすいまちづくり

(2) 高齢者にやさしい居住環境などの整備促進

〇(3）高齢者の安全・安心の確保

(1) 重度化防止の推進

〇(2) 介護サービス提供体制の強化

(3）災害や感染症対策に係る体制整備

・軽度認定率（要支援１～要介護２）

・つどいの参加率

・サポーター養成講座受講者数

・住民主体サービスＢ型の利用者数

・認知症に関する事業を行う地区数

・権利擁護に関する相談件数

・在宅サービスの利用者数

・ＱＲコードを利用した保護情報共有登録者数

・一人暮らし避難行動支援者１人あたりの支援

者数

・重度認定率（要介護３～要介護５）

・避難訓練の実施率

 ２９
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第３章 計画の基本理念及び基本政策 

第１節 計画の体系 

 別紙のとおり 

 

第２節 基本理念及び基本政策 

【基本理念】 

～ 地域共生社会を目指して ～ 

安心して暮らせる健康長寿社会の実現 

 

【基本政策】 

 

１ 介護予防・健康づくり施策の推進 

 高齢者が心身ともに健康で暮らし続けられるよう、自立に向けた介護予防施策

と健康づくり施策を連携させ、効果的な施策の推進に努めます。 

また、高齢者が社会の一員として生きがいを持って暮らせるよう、地域参加や

貢献、就労等への意欲の増進と機会の創出を推進します。 

 

２ 生活支援体制の強化 

住民同士がお互いに助け合い支え合いながら、住み慣れた地域で安心して暮ら

していくことができるよう、支え合いの推進、生活支援サービスの推進に努めま

す。 

 

３ 認知症施策の推進 

認知症があってもなくても、共に地域で暮らしていくことができるよう、認知

症への理解や家族介護の支援、権利擁護の推進に努めます。 

 

４ 地域包括ケアシステムの推進 

高齢者が尊厳と希望を持って、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことが

できるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援について、関係

機関との連携強化を図りながら、包括的に推進していきます。 

 

５ 高齢社会に対応したまちづくり 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、外出しやすいまちづ

くり、居住環境等の整備促進、高齢者の安全・安心の確保に努めます。 
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６ 介護サービス提供体制の強化 

介護保険制度の持続性を確保し、安定した介護サービスを提供するため、重度

化防止の推進、介護サービス提供体制の強化、災害や感染症対策に係る体制整備

を図ります。 

 

 

第３節 施策の課題及び目標 

１ 介護予防・健康づくり施策の推進 

（１） 自立に向けた介護予防事業の推進    

【現状と課題】  
高齢者の生活実態を把握し、適切な時期に医療機関を受診し、介護予防に取

り組むことが出来るよう、介護認定者や総合事業対象者になっていない６５歳

以上の高齢者全員（５歳刻み）に対し、「高齢者生活支援サービス地域ニーズ

調査」と「もの忘れ検診」を実施しています。その結果をもとに地域包括支援

センターが実態を把握し、介護予防教室への参加促進や医療機関への受診勧奨

を行っています。より効果的なサービスを創出するため、回答率の向上、結果

の地区別分析について検討が必要です。 

本市では、平成２９年度から「総合事業」として「介護予防・生活支援サー

ビス事業」「一般介護予防事業」を実施しています。 

「介護予防・生活支援サービス事業」では、地域の助け合いやボランティア、

ＮＰＯ等による訪問型の生活支援サービスや短時間の通いのサービス等の幅

広い選択肢を設け、高齢者の自立支援を推進しています。しかし、従来の介護

保険に基づく給付サービスの利用者が半数以上を占めているため、令和２年度

からは保健医療職が関わるサービスの積極的な活用を啓発し、自立に向け適切

なサービスが選択できるよう、専門職の評価・判断を踏まえたケアマネジメン

トを強化しています。今後は、サービスの利用状況や介護認定への移行状況の

分析等を行い、介護予防効果を検証する必要があります。 

「一般介護予防事業」では、６５歳以上のすべての高齢者を対象に高齢期に

おいての介護予防の必要性と継続性の周知を図っています。週に一度の運動教

室の提供に加え、男性が参加しやすい講座や認知症予防に焦点を当てた講座も

開催しています。しかし、一般介護予防事業の参加者は全体の１割程度に留ま

っており、より広く多くの高齢者に介護予防に取り組んでもらえるよう、教室

の周知やプログラム内容の見直しが必要です。 

また、身近な場所での介護予防として、住民主体の「つどい」では、各地区

の地域支え合い推進員と連携し、組織の立ち上げや代表者会議の開催をはじめ、

一年間に取り組む事業内容を考える計画会の開催等を支援し、代表者の負担軽
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減や自主組織の継続性を確保しています。今後は、つどい代表者の協力のもと、

つどいの不参加者の実態を調査し、身体状況に応じた一般介護予防事業や介護

予防・生活支援サービス事業等、適切なサービス利用につなげる体制を整える

必要があります。 

さらに、口腔機能の低下により要支援・要介護状態に陥らないよう、福井県

歯科医師会の協力のもと、かかりつけ歯科医院と連携し、口腔機能向上マニュ

アルに基づいた高齢者口腔機能向上事業を実施しています。 

以上のように、高齢者の自立支援に資する取組みを進めていますが、今後は、

客観的なデータ分析に基づき、より効果的な介護予防事業を効率的に取り組ん

でいくことが求められます。 

 
【施策の目標及び展開】  

適切な時期に本人に必要な医療機関の受診や介護予防事業への参加につな

げるため、「高齢者生活支援サービス地域ニーズ調査」と「もの忘れ検診」の

実施を継続し、地域包括支援センターの訪問と調査結果の分析に取り組みます。 
また、６５歳以上の高齢者が、自身の身体状況に関心を持ち、日常生活の中

で介護予防に取り組めるよう、様々な介護予防・生活支援サービス事業を展開

していきます。介護予防・生活支援サービス事業では、専門職の評価・判断を

踏まえたケアマネジメントを促進し、自立に向けた適切な支援を推進します。

一般介護予防事業では、高齢期における介護予防の必要性と継続性をより広く

啓発し、介護予防に取り組む高齢者が増えるように働きかけます。  
さらに、フレイル（虚弱）の認知度向上と生活習慣（栄養、運動、社会参加）

の見直しや改善に向け、広報やつどい等での周知、各地域でのフレイルチェッ

ク事業による動機づけに取り組みます。 

これらの推進には、本人やその家族、ケアマネジャー、地域、専門機関、介

護サービス事業所等、それぞれの関係者が共通理解のもと取り組むことが重要

であるため、全ての関係者の意識向上に向けた啓発を行うとともに、これまで

の調査等のデータ分析を行い、より効果的な介護予防事業を展開していきます。 
 
《主な事業・取組み》  
・高齢者生活支援サービス地域ニーズ調査の継続  
・高齢者の生活実態を把握課題分析・適宜医療機関受診勧奨 

・総合事業対象者の分析（介護予防事業の効果の検証） 

・自立に向けた介護予防ケアマネジメントの推進（給付適正化） 

・介護予防事業（一般介護予防事業）へ参加促進 

・住民主体の介護予防の推進 

・介護予防リーダー等の育成・支援（再掲） 
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（２） 健康づくりの推進 

【現状と課題】 

 高齢者がいつまでも心身ともに健康であり続けるためには、自分の健康は自

分で守ることを基本に、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣について、

若い世代から見直し、健康づくり、疾病予防をしていくことが必要です。 

在宅介護実態調査では、現在抱えている疾病は、認知症が４４．４％と最も

多く、次いで糖尿病が１６．９％と回答しています。また、国保データベース

（ＫＤＢ）システムの健診・医療・介護データ（７５歳以上）では、高血圧や

糖尿病等の生活習慣病に起因する脳血管疾患・心疾患等で治療中の約４割が、

すでに要介護（支援）認定を受け、そのうちの４割以上が要介護３以上の重度

者です。 

生活習慣病の予防や早期発見を目的に、特定健康診査、特定保健指導や後期

高齢者健康診査を実施していますが、受診率は国の目標値を下回り、定期的に

健診を受ける習慣が定着していない状況にあります。 

さらに、健全な食生活をおくるために歯と口腔の健康も必要ですが、「ニー

ズ調査」によると、入れ歯の使用率が６割を占めており、定期的な歯科健診の

受診や歯周病予防等の正しい知識の習得が充分でない現状となっています。 

その他、外出を控えている原因として足腰の痛みが６割を超えていることか

ら、若い世代からの運動器機能向上や骨粗しょう症予防、高齢になってからの

低栄養やフレイル予防の啓発が必要となっています。 

高齢者の生活に関わる前期高齢者・後期高齢者医療制度、介護保険制度には、

制度的な分断があります。健康づくり・健康増進・国民健康保険事業、地域支

援事業、介護予防等、各制度が各年齢層に対して、それぞれ実施しているのが

現状です。 

 

【施策の目標及び展開】 

特定健康診査・後期高齢者健康診査・各種がん検診等において、医療機関と

の連携を密にし、個別健診の受診者数を増やすとともに、節目健診や未受診者

対策等の強化を行い受診率の向上を図ります。  
また、特定保健指導対象者への保健指導に加え、重症化するリスクが高い人

に対する健診後のフォロー、特に糖尿病については、医療機関と連携し、糖尿

病性腎症重症化予防プログラムを実施します。  
要介護状態となる原因の上位に挙がる脳血管疾患や認知症を予防するため

に、たんぱく質や野菜等必要な栄養を食事からしっかり摂ることや、減塩等の

食生活改善を推進します。また、自分の歯で食事ができるように８０歳で２０

本の歯を維持することや口腔機能の低下（オーラルフレイル）を防ぐことを目

的に、歯の健康と口腔ケアを推進します。  
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これらの推進には、各地区自治振興会の健康づくり推進員や食生活改善推進

員会、運動普及推進員会等と連携し、健康２１計画の５つの行動指針やフレイ

ル予防を推進するとともに、運動の普及啓発や生活に運動を取り入れることが

習慣化できるようＩＣＴ機器を活用した健康づくり事業等を推進します。  
さらに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組みとして、医療・介護・

保健等のデータ分析のもと、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度への移

行や、ライフステージの変化にも対応し、切れ目なく継続して事業を効率的・

効果的に実施するため、生活習慣病予防・フレイル予防・介護予防等の事業を

連携して実施する体制を整えます。  
 

《主な事業・取組み》 

市健康２１計画（３次）の推進  

・健康２１計画の５つの行動指針の推進 

（良いこといっぱい たばこ０本、毎日プラス １皿の野菜、おいしく減塩  

１日マイナス２ｇ、歯みがき(寝る前)プラス５分、毎日運動プラス１０分） 

・特定健康診査、特定保健指導、がん検診の実施、未受診者対策の強化 

・健康フェアの開催 

・生活習慣病予防の推進・重症化予防 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

 

 （３） 高齢者の生きがいづくりの推進 

【現状と課題】 

高齢者が、生きがいをもって暮らしていくためには、家庭や地域、社会で役

割を持ち、活躍できる環境づくりが大切です。また、サービスの受け手として

だけではなく、サービスの担い手としての役割が重要になってきています。  
本市では、元気な高齢者と少し支援が必要な高齢者が共に活動することによ

り、介護予防にもつながる「つどい」を身近な町内ごとに開催しています。 

また、高齢者の生きがいづくりとして、社会奉仕やスポーツ交流等に取り組

むシニアクラブの活動があります。生きがいづくりの場を広げるために、今後、

新規会員を増やしていく必要があります。その他、当シニアクラブの老人家庭

相談員は、独り暮らし高齢者宅を訪問し、生活向上の意欲が持てるよう相談に

乗る等、精神的な援助を行っています。地域での活動範囲を広げる等、支援の

必要な高齢者を支えていく意識がより高まっています。                                 

【施策の目標及び展開】 

高齢者が、楽しみながら体力づくりや健康づくりに取り組めるよう、高齢者

の身体状況や希望に合わせた学習やスポーツを推進していきます。 

シニアクラブでは、各種スポーツ大会や文化活動の発表の場を企画し、楽し



 ３５

みながら体力づくりや仲間づくりができるよう推進していきます。 

  地域で高齢者が講師となり子ども達に伝承遊びや伝統行事等を教える多世

代交流やボランティア活動等は、高齢者の生きがいにつながるものと考えます。

各地区の自治振興会をはじめ、シニアクラブやシルバー人材センターと連携し、

元気な高齢者が、豊かな知識や経験、技能を活かし地域の担い手として、生き

がいを持って活躍できる場づくりを進めていきます。 

また、社会参加の支援として、就労意欲のある高齢者に対し、経験や希望に

合った仕事を紹介するため、関係機関と連携を図っていきます。 

  シニアクラブの老人家庭相談員については、社会福祉協議会、民生委員、福

祉相談員等との連携を密にし、シニアクラブ会員だけでなく、地区の一人暮ら

し高齢者も訪問するよう活動の場を広げていきます。 

  シニアクラブの新規会員を増やしていくため、スポーツ活動や文化活動を通

じての声掛けや、女性部員の呼びかけによる、女性会員の増員に向け支援して

いきます。 

   

《主な事業・取組み》  

・シニアクラブ活動支援事業の継続 

・生涯学習・生涯スポーツの推進  

・元気な高齢者が活躍できる場づくり 

・ボランティア育成と活用の充実 

・地域の人材の発掘育成 

・高齢者の就労支援に向けた関係機関との連携 

                                                            

≪第８期計画基本政策の指標≫ 

・調整済軽度認定率（要支援 1～要介護２） 

平成３０年・令和元年は実績値、令和２年以降は目標値     （年度末）                              

 平成

30 年 

令和

元年 

令和

2 年 

令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和 

7 年 

令和

22 年 

調整済軽度認定率（％） 

（要支援 1～要介護２） 
8.8 8.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 

＊調整済認定率（説明）第１号被保険者の性別・年齢構成の影響を除外した認定率  

 

・つどい参加率 

 令和元年は実績値、令和２年以降は目標値           （年度末）  

 平成

30 年 

令和

元年 

令和

2 年 

令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和 

7 年 

令和

22 年 

つどい参加率（％） ― 11.2 11.5 11.7 11.9 12.1 12.7 13.0 
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２ 生活支援体制の強化 

（１）地域共生社会に向けた支え合いの推進 

【現状と課題】 

現在、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯のほか、認知症高齢者の増加、

高齢の親と無職で未婚の子どもが同居している世帯、介護と育児に同時に直面

する世帯等、複合的課題を抱える世帯が増加しています。また、支援制度の基

準に合わない「制度の狭間」の問題等、既存の制度による解決が困難な事例が

増えています。さらに、本市は外国人労働者が多く、多言語による福祉支援も

必要となっています。 

今後、高齢者が住み慣れた地域で暮らしていくためには、住民同士の支え合

いや高齢者自身の社会参加等、高齢者の生活を地域で支える仕組みづくりが重

要です。このような中、「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３０年４月施行）において、地域共生社会の実

現に向けた取組みの推進が掲げられました。分野・制度ごとの「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、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に作る「共生社会」

を目指すこととしており、今後は、高齢者のみならず、すべての地域住民の生

活を支援していく必要があります。 

本市では、平成２７年度に第１層協議体を設置し、多様な主体間の情報共有、

連携及び協働による資源開発等を推進しています。また、平成２８年度に市内

１７地区にある全ての自治振興会に第２層地域支え合い推進員を配置し、第２

層協議体で、地域の課題を共有し課題解決に向けた検討を行ってきました。                                                                                                                             

一方、社会福祉協議会は、区長や民生委員、福祉推進員等を中心に、町内の

見守り活動について話し合う「町内福祉連絡会」を支援し、それらの会議で出

された住民の困りごとを専門的支援やサービスに繋げる情報収集を行っています。

また、地区において町内福祉連絡会で話し合われた内容に関する情報共有や研

修を行う「地区福祉ネットワーク会議」を支援し、住民ニーズや生活課題に関

する情報の共有等を通して、地域福祉活動を行っています。 

高齢者の社会参加、介護予防、閉じこもり予防のために、市内全ての町内で

「つどい」が開催できるよう、立ち上げ・運営の支援を行っていますが、代表

者の高齢化や担い手不足が課題となっている一方で、介護予防サポーターを各

地区で養成するものの、実際に介護予防活動に結びついていない現状がありま

す。 

今後は、さらに、それぞれの協議体の課題や役割の明確化と連携の強化が必

要です。 
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【施策の目標及び展開】  
住民同士の支え合いによる高齢者支援を推進するため、次の（図１）の協力

体制による基盤づくりを進めます。 

  市内全ての町内で「つどい」が開催できるよう、立ち上げ・運営の支援を行

うと共に、介護予防のリーダーとして、介護予防サポーターを養成します。ま

た、介護予防サポーターが「つどい」の運営支援等の住民主体の介護予防事業

を担えるよう、介護予防サポーターの育成を推進します。 

  地区によって異なる現状や課題に対応するため、生活支援推進事業の自治振

興会への委託を継続します。第２層協議体において地域の課題を共有し、課題

解決に向け検討すると共に、解決できない課題は第１層協議体につなげ、市へ

の政策提言ができるよう連携を強化します。  
  日本人や外国人を問わず、高齢者を含む複合世帯で生活上の困難を抱える方

が、必要な支援を受けられるよう関係機関が連携し、地域を基盤とした包括的、

総合的な相談支援体制を構築します。 

また、事業所においてサービスを利用する障がい者が、６５歳以上になって

も同じ事業所で継続してサービスを利用できるよう、高齢者や障がい者等の多

様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する共生型サービスの充実に向

け、関係機関と協議を進めます。 

 
《主な事業・取組み》 

・「つどい」の運営支援 

・町内福祉連絡会・地区福祉ネットワーク会議と第２層協議体の連携の推進 

・地区の現状や課題に応じた第２層協議体への活動支援 

・第１層・第２層協議体の役割の明確化 

・関係機関の連携による包括的な支援体制の充実 

・全町内数の介護予防サポーターを養成し、育成講座により質の向上をはか

り、安定した地域の介護予防の担い手の発掘と育成 

・共生型サービスの推進 
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（図１） 

 

                                                                                                                    

（２）生活支援サービスの推進  

【現状と課題】 

地域社会の希薄化が課題となっている昨今、本市では、昔からのご近所同士

のつながりによって、町内での見守りや声掛け、支え合いが現在も機能してい

ます。しかし、一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、認知症の高齢者は、年々

増加しており、ごみ出しや掃除等の家事支援、見守り、話し相手等の生活支援、

買い物、通院等の外出支援等、日常の軽度な支援を必要とする高齢者が増えて

います。 

このような状況の中、住民一人ひとりの努力（自助）、地域住民同士の支え

合い（互助）、介護保険制度等によるサービス（共助）、行政が行うサービス

や支援（公助）の連携により協働できる地域社会をつくることがより必要にな

ってきます。 

本市では、介護事業所だけでなく、地域のボランティアやＮＰＯ、シルバー

人材センター等により、高齢者それぞれの状況やニーズに合わせた生活支援サ

ービスを行っています。生活支援サポーターが活動する住民主体サービスＢ型

は、現在７地区に設置されており、元気な高齢者が生活支援の担い手として活

躍し、社会参加につながる場として期待されています。 

今後、多様なサービス提供主体と連携・協力して、生活支援サービスの提供

体制を拡充していく必要があります。 

 

【施策の目標及び展開】  
高齢者の様々な生活支援ニーズを把握し、多様な主体による生活支援サービ

スを創出し、高齢者の日常生活を支援します。また、市民に対し、高齢者の日
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常生活を支援する様々な生活支援サービスの周知に努めます。 

地域包括支援センターやケアマネジャーと連携し、利用者に合った介護予防

ケアマネジメントを実施していきます。 

さらに、地域の中で、互助による生活支援サービスを促進するため、第２層

協議体と連携し、住民主体サービスＢ型と地域包括支援センターが定期的に情

報を共有します。高齢者生活支援サポーター養成講座の内容の見直しや、実践

の場がないサポーターを対象に、育成講座の充実を図り、住民主体の生活支援

サービスの拡充を支援していきます。 

 

《主な事業・取組み》 

・多様な主体による生活支援サービスの拡充 

・住民主体サービスＢ型の立ち上げ支援・運営支援 

・高齢者生活支援サポーター養成と育成支援 

・食の自立支援事業の充実                    

・軽度生活援助事業の継続               

・寝具洗濯サービス事業の見直し                  

・在宅介護用品費支援事業の見直し 

・理容・美容出張業務事業の継続                 

 

≪第８期計画基本政策の指標≫ 

・介護予防サポーター養成講座受講者数 

 平成３０年・令和元年は実績値、令和２年以降は目標値     （年度末）  

 平成

30 年 

令和

元年 

令和

2 年 

令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和

7 年 

令和

22 年 

介護予防サポーター 

養成講座受講者数（人） 
74 26 30 30 30 30 30 30 

  

・住民主体サービスＢ型の利用者数 

 平成３０年・令和元年は実績値、令和２年以降は目標値     （年度末）  

 平成

30 年 

令和

元年 

令和

2 年 

令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和

7 年 

令和

22 年 

住民主体サービスＢ型

の利用者数（人） 
727 1069 1100 1150 1200 1250 1300 1500 
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３ 認知症施策の推進 

（１） 認知症施策の推進  

【現状と課題】  
令和元年６月に改正された認知症施策推進大綱では、認知症の発症を遅らせ、

認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人

や家族の視点を重視しながら、「共生」※１と「予防」※２を車の両輪として施

策を推進するとしています。  
認知症は年齢を重ねれば誰もがなり得るものであり、市民にとって身近なも

のとなってきています。一人暮らしの認知症の人への支援や高齢者のみの世帯

の認知症に関する相談が増えています。認知症の周辺症状（ＢＰＳＤ）がみら

れても、家族がそれを受け入れることが出来ず、本人の尊厳に関わる言動がで

るまで医療機関の受診に至らない事例が多くあります。  
平成２４年度から実施している「もの忘れ検診」の結果による受診勧奨の訪

問時に「認知症初期集中支援チーム」の利用について促す等、認知症への気づ

きから受診へつなぐ体制を進めています。  
さらに、日常生活圏域毎に１名以上の「認知症地域支援推進員」を配置し、

気軽に相談できる体制や医療と介護の連携、地域での理解や支援等地域の状況

に応じた対応やネットワーク機能を検討していく必要があります。  
また、認知症の人が地域で生活していくためには、地域住民の認知症への理

解が必要なことから、認知症カフェの開催や、地域での見守り体制の強化が求

められます。 

さらに、若年性認知症の人への支援として、就労や社会参加、居場所づくり

が求められています。 

  
※１「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる。また、

認知症があってもなくても同じ社会に生きる、という意味です。 

※2「予防」とは、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかに

する」という意味です。 

  
【施策の目標及び展開】  

通いの場等において、フレイル予防の観点を踏まえた健康増進事業や壮年期

からの認知症予防を踏まえた介護予防事業を実施します。  
認知症になっても、地域で暮らし続けることが出来る社会の実現を目指し、

市民の認知症に関する理解を深めるため、認知症サポーター養成講座を継続し

て実施します。また、小売店や金融機関等の生活関連事業者へも講座受講を促

し、サービス提供に活かせるよう推進していきます。  
日常生活圏域に１名以上の認知症地域支援推進員を配置し、医療機関や介護

事業所、その他の相談窓口等、地域に応じた相談体制、ネットワークの構築を
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検討します。また、認知症サポーターステップアップ講座の受講者等が地域に

おいて活動出来るよう、声かけ、外出支援等の活動体制の構築を検討します。 
さらに、認知症地域支援推進員の活動について、圏域を超えて共有し、取り

組みを展開できるよう連絡会の開催や市民への周知を行います。また、地域の

資源やネットワークをもとに地域独自の認知症ケアパスの作成を検討し、医療

やケアの体制を周知します。  
若年性認知症の人への支援として、県が設置する若年性認知症支援コーディ

ネーターと連携し、就労、社会参加、居場所づくりなど様々な支援を行ってい

きます。 

地域包括支援センターを中心に認知症に関する相談体制の充実を図り、より

集中的な支援が必要な方には、認知症初期集中支援チームと連携して早期に支

援する事ができる体制を整えます。  
 

《主な事業・取組み》 

・認知症の理解を推進 

・送迎付き一般介護予防事業の見直し 

・もの忘れ検診等を活用した受診勧奨や認知症初期集中支援チームとの連携 

・早期の受診、治療を可能とする支援体制 

・認知症ケアパスの普及 

・家族介護交流事業や認知症カフェの充実・拡充（再掲） 

・家族やすらぎ支援員派遣事業の充実（再掲） 

・認知症地域支援推進員の活動の推進 

・成年後見制度の利用促進 

・徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業の充実 

・ＱＲコードを利用した保護情報共有事業の推進 

・運転免許自主返納者の支援  

 

≪第８期計画基本政策の指標≫ 

・認知症に関する事業を行う地区数 

 平成３０年・令和元年は実績値、令和２年以降は目標値     （年度末）  

 平成

30 年 

令和

元年 

令和

2 年 

令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和

7 年 

令和

22 年 

認知症に関する事業を

行う地区数（地区） 
7 7 5 10 11 12 15 17 

  

（２）家族介護の支援 

【現状と課題】 

在宅介護実態調査では、介護のために離職した家族等はいないとした割合は
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６６．２％と前回調査より高い状況です。一方で１０．３％の方が主な介護者

が仕事をやめたと答えており、特に４０代、５０代では多くの介護者が在宅で

の介護を継続していく事に不安を感じています。 

本市では、介護者の心身面の負担軽減を図るため、身近な場で家族介護者交

流事業を実施し、個別の相談対応や介護知識の普及、リフレッシュの機会を設

け、介護者の支援を図っています。 

また、介護による離職を防ぐために企業や雇用主、従業員等に対し、在宅介

護の知識や仕事と介護の両立等について広く周知し、理解を求めていく必要が

あります。 

   

【施策の目標及び展開】 

  介護者の負担感を、ケアマネジャーによる聞き取り（介護負担アセスメント

シート）等で把握し、ケアマネジャーと地域包括支援センターが連携して相談

対応、支援を行います。認知症や高齢者への対応、在宅介護に関する知識や理

解を深め、介護者同士が交流する場となる認知症カフェや家族介護者交流事業

等を身近な地域で充実させ、その内容を広く市民に周知します。 

また、認知症の人への対応や見守りについて研修を受けた傾聴ボランティア

「認知症高齢者家族やすらぎ支援員」が、在宅で生活する認知症の人を訪問し、

見守りや話し相手となる事で認知症の人の気持ちを受け止め、介護している家

族の負担軽減を図ります。 

さらに、企業も含めた関係機関と連携を図り、介護をしながら働き続けるこ

とができる社会を目指します。 

 

《主な事業・取組み》 

・介護保険サービスの充実 

・家族やすらぎ支援員派遣事業の実施 

・在宅介護用品費支援事業の見直し（再掲） 

・介護や介護保険サービスや介護休業制度の正しい理解の推進（介護離職の

防止）（再掲） 

・家族介護交流事業や認知症カフェの充実・拡充 

 

（３） 高齢者の権利擁護の推進 

【現状と課題】  
  家族関係の希薄化や介護に関する知識の不足等家族介護力の低下により、暴

力等の身体的虐待、不適切な介護やネグレクト、高齢者の財産を勝手に使用す

る経済的虐待等の相談件数が年々増加しています。特に認知症高齢者は記憶力

の低下に加え、徘徊や被害妄想等の対応が難しい言動が表面化することで、

様々な心理的、身体的な虐待等が起りやすくなっています。虐待に対する正し

い理解と関係機関の協力を得て情報収集と早期発見に努めると共に、養護者

（虐待をする側の人）を含めた支援体制の充実が必要です。  
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  また、認知症等により判断能力が低下し、財産管理を本人が行うことが困難

なケースも増加しています。社会福祉協議会が実施している「日常生活自立支

援事業」の平成３１年度の利用者数は、実人数１０１人となっており、今後も

更に増加が見込まれています。  
  社会福祉協議会で実施している「日常生活自立支援事業」は、認知症等によ

って判断能力が不十分な方に、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理を支援

していますが、増加するニーズに対し、現状の体制では対応が困難な状況です。 
  一方、成年後見制度については、その認知度は以前よりは高まっているもの

の、まだ十分ではありません。制度に対する知識不足や費用負担、手続きの煩

雑さ等により利用につながらない、成年後見人の受任者が少ない等の課題があ

り、増加するニーズに対応していく必要があります。  
     
【施策の目標及び展開】  
  高齢者虐待や消費者被害を防ぐためのネットワーク会議を開催し、関係機関

の情報共有を図り、連携して虐待の防止や早期発見に努め、虐待を受けた高齢

者の対応や、養護者に対する指導等適切な支援を行います。また、消費者被害

についても、関係機関との連携を図り、最新の詐欺手口等についての情報発信

を行い、被害の拡大防止に努めます。  
  日常生活自立支援事業を必要とする人に支援がつながるよう推進すると共

に、実施している社会福祉協議会が、ニーズに対応できるよう体制強化につい

て支援します。  
成年後見制度については、申し立てや後見人への報酬等の費用負担が困難な

場合は、市の助成制度を活用する等、本制度の利用促進を図っていきます。  
  また、平成２８年５月に制定された「成年後見制度の利用の促進に関する法

律」を受け、福井市を中心とした広域での地域連携ネットワークの構築や中核

機関が設置されます。今後は、この専門機関を活用し、制度の普及啓発等に取

り組んで行きます。さらに、成年後見人の受任者が少ないことや、後見業務負

担が大きいことから、法人受任についても実施に向け検討を進めます。  
   

《主な事業・取組み》  
・福祉サービス利用援助事業と成年後見制度の連携  
・成年後見制度の利用促進 

・成年後見制度利用に係る報酬助成事業の実施 

・成年後見制度利用促進地域連絡ネットワーク・中核機関の活用 

・高齢者等安心・安全ネットワーク推進会議の開催 

・消費者対策事業（啓発、相談、支援）の実施と充実  
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≪第８期計画基本政策の指標≫ 

・権利擁護に関する相談件数 

 平成３０年・令和元年は実績値、令和２年以降は目標値     （年度末）  

 平成

30 年 

令和

元年 

令和

2 年 

令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和

7 年 

令和

22 年 

権利擁護に関する相

談件数（延べ件数） 
2,489 3,500 3,300 3,500 3,500 3,500 3,600 3,800 

  
４ 地域包括ケアシステムの推進 

（１） 地域包括ケアシステムの推進  

【現状と課題】 

  高齢者等が住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続す

るためには、介護保険制度によるサービスのみならず、その他の多様な社会資

源を利用できるよう、包括的及び継続的に支援する地域包括ケアシステムの深

化が求められます。 

本市では、地域包括支援・サブセンターと行政が連携し、高齢者の総合相談

及び支援体制の充実を図っています。 

しかし、近年の少子高齢化に伴い、地域においては一人暮らし高齢者、高齢

者のみの世帯、認知症高齢者が増加し、さらに複雑で深刻な問題を抱える高齢

者が増加しています。また、地域毎に抱える課題も大きく異なります。そのた

め、日常生活圏域毎に、地域の実態を把握し、地域の関係機関や社会資源と連

携した地域包括ケアシステムを推進していく必要があります。 

 

【施策の目標及び展開】 

医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に提供される地域包括

ケアシステムが、地域包括ケアの持続性を可能にします。  
地域によって、エリアの広さや高齢化率等、特性が異なっていることから、

日常生活圏域ごとに地域包括支援センターを設置し、それぞれの地域の特性や

課題を明確にし、地域包括支援センターの役割や課題解決に向けた施策を計画

的に進めていきます。  
行政は、地域包括ケアシステムの基幹的機能として、地域包括支援センター

間の総合支援や後方支援を行う等、それぞれの役割分担と連携の強化を図り、

効果的な地域包括ケアシステムを推進します。  
また、毎年、国が策定する評価指標を用いて地域包括支援センター業務の評

価点検を実施し事業の充実と質の向上を図ります。  
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《主な事業・取組み》 

・地域包括支援センターと市の役割分担と連携強化  
・圏域毎の地域包括支援センターの事業の充実（評価と質の向上）  

 

＜越前市が推進する地域包括ケアシステム＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 在宅医療と介護の連携強化  
【現状と課題】  

疾病を抱えても自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、最期まで自分らしく

生きるためには、地域における医療と介護の関係者が連携して、包括的かつ継

続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要です。  
本市では、国の示す在宅医療・介護連携推進事業の８項目に沿って、医療と

介護の連携に関する課題を整理し、情報共有や相談支援等の事業を実施してい

ます。  
武生医師会と連携し、地域での主治医等の確保により在宅医療コーディネー

ト事業を開始しました。また、福井県においても、平成２８年から医療と介護

の関係者が連携し、患者のスムーズな在宅移行を支援する目的で「福井県入退

院支援ルール」を作成し運用を勧めています。今後も県と連携し、在宅移行を

支援していきます。  
さらに、地域の医療・介護関係者が互いの業務の現状等を知り、意見交換が

できる関係を構築し、それぞれの職種が互いの分野についての知識等を身につ

ける研修を実施しています。  
また、在宅医療と介護の連携には、多くの専門職の理解や協力、ケアマネジ

ャーのマネジメント力の向上等が重要です。  
  なお、２４時間３６５日、在宅医療と在宅ケアを行う定期巡回・随時対応型

  

 

 

（出典）「地域包括ケアシステムと地域ケアマネジメント〈地

域包括ケア 研究会〉 」（平 成２８年 ３月）三菱 ＵＦＪリサ

ーチ＆コンサルティング  
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訪問介護看護サービスの充実が求められています。  
 

【施策の目標及び展開】  
  講演会や出前講座等を活用し、最期まで自分らしくどのように生きるかを考

える機会を設けると共に、自宅等で受ける医療（在宅医療）について、市民に

周知、啓発します。  
また、在宅コーディネート医を中心に、専門多職種間で顔の見える関係を築

き、医療と介護の連携の実践スキルや介護職の医療知識の向上を図るため、多

職種連携会議を継続して開催します。  
 

《主な事業・取組み》 

 

 

 

・介護や医療に関する地域資源の把握と周知  
・地域医療を推進するための医療コーディネート事業の充実  
・在宅ケア推進のための市民への啓発  
・地域ケア会議の充実（地域ケア個別会議・地域における地域ケア会議）  
・地域ケア推進会議を開催し、地域課題について検討  
・地域医療、在宅ケア関係者の多職種連携会議の充実  
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≪第８期計画基本政策の指標≫ 

・在宅サービスの利用者数（要介護３～要介護５） 

 平成３０年・令和元年は実績値、令和２年以降は目標値     （年度末）  

 平成

30 年 

令和

元年 

令和

2 年 

令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和

7 年 

令和

22 年 

在宅サービスの利

用者（人） 
898 889 890 900 920 940 960 1,000 

 

５ 高齢社会に対応したまちづくり 

（１） 外出しやすいまちづくり  

【現状と課題】  
全国的に高齢ドライバーによる交通事故のニュースが後を絶たない中、運転

免許証の自主返納が求められていますが、本市では、公共交通機関が少なく、

移動手段が限られている等から、免許返納をためらう高齢者も多い状況にあり

ます。 

ニーズ調査によると、外出を控えている原因に「足腰の痛み」や「交通手段

がない」が多く、買い物や医療機関の受診等の日常生活や介護予防事業の参加

においても、移動支援は必要です。 

高齢者の移動支援の一つとして、市民バス「のろっさ」があります。今後も

定期的に乗り込みアンケート等を実施し、利用する高齢者の意見に耳を傾け、

必要に応じてルート・ダイヤの見直しを行っていきます。また、運転免許証を

自主返納した高齢者への市民バスの無料乗車サービスや、福祉バス制度により

高齢者の外出を支援しています。 

介護予防拠点となる町内の集会所等への移動にも困難な高齢者がいる中、住

民が主体的に取り組む移動支援活動に期待が高まっています。 

なお、高齢者の居場所であり住民主体の介護予防拠点となる町内集会所等を

利用しやすい環境とするため、施設整備に対する助成を行っています。 

また、車椅子を常時利用される要介護者が医療機関への受診等外出の際に、

車椅子対応の介護タクシーが必要であるため、今後も外出支援サービスは継続

する必要があります。 

今後、介護予防の充実を図っていく上からも、外出しやすい環境づくりが求

められています。 

 

【施策の目標及び展開】 

  高齢者の通院等の移動を支える住民の主体的な移動支援サービスの取組み

については、国の動向や他自治体での取組みを参考に、第１層協議体において

実施に向けた課題の整理、研究を行います。その成果を糸口に、地区協議体に
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おいて、地域の実情に合わせた移動支援の取組みが実現するよう、関係団体と

連携して支援していきます。 

  また、高齢者が市民バス「のろっさ」を利用しやすい環境づくりを推進して

いきます。 

  高齢者の居場所であり住民主体の介護予防拠点となる町内集会所等の施設

整備に対する助成を継続します。 

  外出支援サービスについては、需要と供給のバランスを見極めながら、サー

ビス提供体制の維持に努めます。 

 

《主な事業・取組み》 

・市民バス「のろっさ」を利用しやすい環境づくり 

・介護予防・生活支援サービス協議体の推進（第１層協議体の充実） 

・介護予防拠点の整備支援 

・外出支援サービス事業の継続 

 

（２） 高齢者にやさしい居住環境等の整備促進  
【現状と課題】 

高齢者が住み慣れた地域で生活し続けられるよう、安全で快適な居住環境を

整備していくことが必要です。高齢者のいる世帯の増加が見込まれる中、高齢

者が安心して自宅で生活できるよう住宅のバリアフリー化を促進しています。 
住宅の改造が必要な要介護者に対し、事業の周知に努め、住宅改修費用の支

援を行っています。 

また、地域生活の基盤となる居住の場については、事業者と連携して民間活

力を導入し、高齢者のニーズや状況に合った多様な住まいを確保していくこと

が必要です。 

  

【施策の目標及び展開】 

高齢者が身体状況に応じて在宅で暮らし続けられるよう、住環境整備事業等

を継続して実施していきます。 

必要に応じて、リハビリ専門職等がケアマネジャーや利用者及び家族らに住

宅環境に関する助言を行い、適切な住宅改修等を促すことで、要介護状態の予

防や重度化防止を図ります。 

また、安全で快適な居住環境をつくるには、自宅を新改築する時等に配慮が

必要なため、関係機関と連携し情報提供に努めます。 

同居による世帯増のために住宅をリフォームする場合や直系親族との近居

のために住宅を取得する場合のリフォーム費用、住宅取得費用の一部を補助す

る事業を継続していきます。 
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有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の多様な介護サー

ビスの受け皿の一つとなっています。県や関係部局と連携し、市全体の介護基

盤整備のため、有料老人ホーム等の設置状況を把握します。また、適切なサー

ビスの提供が行われるよう、県と連携してその質の確保に努めます。 

 

《主な事業・取組み》 

・居宅介護住宅改修の適正な運用促進 

・要介護老人住環境整備事業の推進 

・多世帯同居・近居住まい推進事業の推進 

・有料老人ホーム等に係る情報連携強化（適切な介護基盤整備のために県と

市との連携強化） 

 

（３） 高齢者の安全・安心の確保 

【現状と課題】 

  本市の世帯状況については、令和２年４月１日現在で、一人暮らし高齢者が

３,９２７世帯、高齢者夫婦世帯が３，０９９世帯で、合計７,０２６世帯が高

齢者のみ世帯となっています。これは、全世帯の２２.８％を占め、高齢者の

安否確認、孤独感の解消、孤立死や熱中症の防止等への対応が増大しています。 

高齢者が安心して暮らすためには、急病やけが等の日常生活上の不安を少し

でも和らげることが必要です。 

本市では、郵便・ガス・電気・新聞・食料品配達等の民間事業者との間で見

守り活動協力に関する協定を締結し、高齢者等の見守り等を行い、異変に気付

いた場合は、市に連絡する体制を整えています。 

また、今後、認知症の人の行方不明等緊急事態に対応した体制づくりを充実

していく必要があります。 

    

【施策の目標及び展開】 

一人暮らしに不安のある高齢者に対し、緊急時に容易に通報を行うための緊

急通報装置を貸与し、病気やケガ等の緊急時の感知や日常生活上の相談にも２

４時間応える体制を整備しており、より一層の活用を推進するため制度の普及

啓発に努めます。 

  また、一人暮らし高齢者等の見守りを兼ねた配食サービスを継続していきま

す。 

  消防署が高齢者一人暮らし世帯へ戸別訪問する防火啓発についても、引き続

き行い、防火意識の向上に努めます。 

  認知症高齢者の行方不明等の対策として、徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク

事業の周知と登録事業者の拡大に加え、新たに、ＱＲコードを利用した保護情
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報共有の取組みを推進し、関係者との情報共有と連携、緊急事態に対応した体

制づくりを強化していきます。 

  その他、高齢者がやむを得ない理由により自宅での生活ができなくなった場

合の緊急避難場所を確保する支援体制も継続していきます。 

 災害時における避難行動要支援者（要介護３以上の高齢者等）避難支援計画

を推進し、新たに対象となった方を支援者名簿に追加するため、同意意向調査

を行います。また、区長や民生委員を通じて制度の周知を図ります。 

 

《主な事業・取組み》 

・緊急通報装置貸与事業等の拡充  

・食の自立支援事業の充実（再掲） 

・地域ぐるみ屋根雪下ろし支援事業の継続  

・生活支援ハウス事業の継続  

・養護老人ホーム措置事業の実施 

・避難行動要支援者避難支援計画の推進 

・高齢者世帯等火災予防事業の継続  

・日常生活用具給付事業の継続 

・ＱＲコードを利用した保護情報共有事業の推進（再掲）  

 

≪第８期計画基本政策の指標≫ 

・ＱＲコードを利用した保護情報共有登録者数 

 Ｒ３年度以降の目標値              (年度末) 

 令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 令和

7 年 

令和

22 年 

登録者数（人） 70 80 90 110 260 

 

・一人暮らし避難行動要支援者１人あたりの支援者数 

 平成３０年・令和元年は実績値、令和２年以降は目標値   (年度末) 

 平成

30 年 

令和

元年 

令和

2 年 

令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和 

7 年 

令和

22 年 

一 人 暮 ら し 避 難 行 動 要

支 援 者 １ 人 あ た り の 支

援者数（人） 

0.97 1.05 1.06 1.09 1.12 1.15 1.20 1.50 
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６ 介護サービス提供体制の強化 

（１） 重度化防止の推進 

【現状と課題】 

  令和２年３月末時点の要介護（要支援）認定率は、本市１６.３％、福井県１

７.６％、全国１８.５％となっており、県・全国より低い状況にあります。 

本市では、要支援・要介護状態の軽減・悪化の防止を目的として、日常生活

の活動を高め地域や社会への参加を促し、一人ひとりの生きがいや生活の質の

向上を目指し取り組んできました。 

また、高齢者生活支援サービス地域ニーズ調査による実態把握、課題分析等、

地域の課題を抽出し、課題解決に向けた検討を行う地域ケア会議も進めていま

す。 

近年、高齢者人口が増え、利用者や家族が抱える課題も複雑・多様化してい

ます。今後は、高齢者の自立支援や要介護状態の重度化防止に向け、ケアマネ

ジメント力の向上と、適切なサービス提供についての利用者や家族の理解を図

っていくことがより重要となります。 

 

【施策の目標及び展開】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、リハビリ専門職によ

るケアマネジャーや利用者及び家族への助言や保健・医療専門職による生活機

能に関する問題の総合的評価と、社会参加を高めるために必要な相談・指導を

強化し、高齢者の自立支援、重度化防止を推進します。 

また、地域ケア個別会議を開催し、適切なケアプランの作成に向け、マネジ

メント力の向上及び給付適正化事業を推進します。 

これらを推進していくには、利用者やその家族、ケアマネジャー、地域、専

門機関、介護サービス事業所等、全ての関係者が共通理解のもと取り組むこと

が重要であるため、全ての関係者の意識向上に向けた啓発を行っていきます。 
 

《主な事業・取組み》 

・重度化防止に向けた地域ケア個別会議の推進 

・介護保険サービス給付適正化事業の推進  
・自立に向けたリハビリ専門職等との連携によるケアプランの作成 

 （給付適正化、福祉用具購入、住宅改修） 

 

≪第８期計画基本政策の指標≫ 

・重度認定率（要介護３～要介護５） 

 平成３０年・令和元年は実績値、令和２年以降は目標値    （年度末）  

 平成

30 年 

令和

元年 

令和

2 年 

令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和

7 年 

令和

22 年 

調整済重度認定率（％） 

（要介護 3～要介護 5） 
6.0 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 

＊調整済認定率（説明）第１号被保険者の性別・年齢構成の影響を除外した認定率  
  



 ５２

（２） 介護サービス提供体制の強化 

【現状と課題】 

 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができる社会の実現には、

介護サービス提供体制の強化が重要となってくることから、本市では、第７期

介護保険事業計画に基づき小規模多機能型居宅介護事業所等の地域密着型サ

ービス事業所の整備を行ってきました。また、介護サービス事業所だけでなく、

地域のボランティアやＮＰＯ、シルバー人材センター等により、高齢者一人ひ

とりの状況やニーズに合わせた生活支援サービスを行っています。 

 しかし、高齢者人口の増加による要介護者の増加により、ニーズに対してサ

ービス量が追い付いていない状況や介護サービスの提供を支える介護人材の

確保が課題となっています。 

  

【施策の目標及び展開】   
施設入所が出来ず、家族等の介護者が介護を原因とした離職に追い込まれな

いよう、在宅・施設サービスを拡充すると共に、働く家族に対する支援の充実

等により「介護離職ゼロ」の実現を目指します。 

介護人材の確保・育成として、介護の仕事についての理解と認識を深めるた

め、小・中高生への啓発やイベントでの情報発信に努めます。 

また、介護サービスの生産性向上等を図るため、ＩＣＴ等を活用した居宅サ

ービス事業所等の業務効率化の支援や、文書に係る負担軽減に取り組んでいき

ます。 

 
《主な事業・取組み》 

・介護人材の確保・育成 

・介護分野の業務効率化 

・生活支援サービス協議体の推進（再掲） 

・介護施設等の整備 

・介護や介護保険サービスや介護休業制度の正しい理解の推進（介護離職の

抑制）（再掲） 

 

（３） 災害や感染症対策に係る体制整備 

【現状と課題】 

近年、東日本大震災や熊本地震、台風による土砂災害等、多くの自然災害が

発生し、各地に甚大な被害をもたらしています。介護サービス事業所等は、自

力避難が困難な方も多く利用されていることから、利用者の安全を確保するた

め、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要がありま

す。令和元年度には市内の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に立地する要配
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慮者利用施設を対象とした「避難確保計画」作成の研修会を開催し、ほぼ全て

の介護サービス事業所が避難確保計画を作成しました。今後は、計画に基づく

避難訓練の実施とその継続が必要です。 

介護サービス事業所は、利用者やその家族の生活を安定的に継続するうえで

欠かせないものであり、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症（Ｃ

ＯＶＩＤ－１９）等の感染症への十分な感染防止対策を前提として、利用者に

対し、必要なサービスを継続的に提供する必要があります。また、感染者等が

発生した場合に備え、県や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制の整備

が必要です。 

 

【施策の目標及び展開】 

災害対策については、日頃から介護サービス事業所等と連携し、避難訓練の

実施や防災啓発活動、事業所におけるリスクや物資の備蓄・調達状況を定期的

に確認します。 

感染症対策については、日頃から介護サービス事業所と連携し、感染拡大防

止策の周知啓発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の

代替えサービスの確保に向けた連携体制の構築等を行います。 

 

《主な事業・取組み》 

・災害に対する備えの検討 

・感染症に対する備えの検討 

 

≪第８期計画基本政策の指標≫ 

・地域密着型サービス事業所の避難訓練実施率 

（地域密着型サービス事業所のうち、避難訓練を実施した事業所の割合） 

 令和３年以降の目標値  

 令和

3 年 

令和

4 年 

令和

5 年 

 

 

令和 

7 年 

令和

22 年 

避難訓練実施率 

（％） 
80 100 100 100 100 
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第４章 介護保険事業の施策の展開 

第１節 介護保険事業の現状 

 １ 給付実績の現状 

（１）在宅サービスにおける現状と課題 

本市における在宅サービスの利用者（受給者）数は、約３，０００人～

約３，１００人で推移しています。 

ア 在宅サービス事業所について 

予防給付の訪問介護と通所介護については、既存の介護サービス事業所

による身体介護・生活援助の訪問介護や機能訓練などの通所介護の他、Ｎ

ＰＯや民間企業、住民ボランティアなどの地域の多様な主体による生活支

援サービスやミニデイサービスなどの提供が進んできています。 

 リハビリテーションサービスについては、日常生活の活動能力の向上や

社会参加の実現等、生活の質の向上を目指すため重要な役割を果たしてい

ます。リハビリテーションサービスの提供体制を強化するためには、関係

団体との連携等が課題となっています。 

 

イ 地域密着型サービス事業所について 

本市における地域密着型サービス事業所では、地域密着型通所介護、認

知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介

護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスが提供されていま

す。 

これらのうち、通い・訪問・宿泊のサービス提供ができ、住み慣れた地

域で暮らし続けることができる小規模多機能型居宅介護や看護小規模多

機能型居宅介護は、利用者の要望が高く、平成３０年度から新たに２事業

所を整備し、１３事業所となりました。また、認知症対応型通所介護につ

いては、令和２年度に１事業所が廃止、１事業所が休止となり、７事業所

（内、休止中２事業所）となっています。認知症対応型共同生活介護につ

いては、平成３０年度から新たに３事業所を整備し、８事業所（１０ユニ

ット９０室）あり、全ての事業所で定員を満たしています。この他、令和

２年度から定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が１事業所整備され

ました。 

このような地域密着型サービス事業所は、地域包括ケアシステムの根幹

となるサービス事業所として、更なる地域資源の活用や連携が課題となっ

ています。 
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（２）施設サービスにおける現状と課題 

市内の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）については、令和元年

度に１施設が廃止・統合（増床）され、４施設（３５０床）となっていま

す。令和２年９月末現在での介護老人福祉施設の入所者は４０６人で、こ

の内、市外の施設の入所者（住所地特例対象者）は４２人います。また、

介護老人保健施設については、２施設（２３０床）で平成３０年度から令

和２年度の間で定員の増減はありませんでした。 

介護療養型医療施設は介護保険制度の改正により、医療機能と生活施設

としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設として介護医療院が設けら

れ、令和元年度には１施設（３８床）が介護療養型医療施設から介護医療

院へと移行しました。現在の介護療養型医療施設は１施設（２４床）で、

経過措置期間内での介護医療院への移行を検討しています。 

 

２ サービス資源（基盤）の現状 

（１）地域密着型サービス事業所の整備状況 

第７期計画においては、全市にバランスの取れたサービス提供が確保さ

れることを念頭に、新規事業所の開設を容易にするため圏域ごとの箇所付

けは行わずに基盤整備を行うこととしており、その結果、小規模多機能型

居宅介護１施設、看護小規模多機能型居宅介護１施設、認知症対応型共同

生活介護２施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護１施設が整備されま

した。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の予定していた残り１施

設は、第７期中の整備ができませんでした。 

 

（２）介護サービス事業所の開設状況 

本市の在宅サービス事業所は、地域密着型サービス事業所を中心に増加

しています。しかし、日常生活圏域ごとの事業所数を分析すると、人口の

少ない中山間地域には少ないという現状があります。 

 

第２節 介護保険事業計画の概要 

１ 人口及び被保険者数の推計 

団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）、さらにはいわゆ

る団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年（２０４０年）を視野に

入れ、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要を踏まえ、中長期的な視

野に立って具体的な取り組み内容やその目標を検討することが必要です。第

８期計画では、令和７年及び令和２２年における高齢者介護の姿を見据えて

目標値などを設定します。 
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（１）将来人口の推計と高齢者人口の将来推計 

第８期の計画策定では、平成２７年国勢調査に基づき推計した「越前市

人口ビジョン」（平成２７年１１月策定、令和２年３月改定）における将

来人口の目標値を将来推計人口として使用しました。これによると、本市

の総人口は減少傾向が続き、令和３年には８１，６２９人、令和５年には

８１，０４５人に、高齢者（第 1 号被保険者）は増加し、令和３年には２

４，１９２人、令和５年には２４，３６４人となり高齢化率は３０％を超

えると推計されます。 

 

［人口の将来推計］                         （人） 

 令和３年 令和４年 令和５年 
令和７年 

(2025 年) 

令和 22 年 

(2040 年) 

第２号被保険者 

40～64 歳 
25,869 25,684 25,499 25,130 21,534 

 65～69 歳 5,362 5,226 5,090 4,816 5,533 

70～74 歳 5,876 5,724 5,572 5,266 4,644 

75～79 歳 4,664 4,894 5,124 5,585 4,179 

80～84 歳 3,506 3,594 3,682 3,860 3,825 

85～89 歳 2,643 2,632 2,621 2,599 3,398 

90 歳以上 2,141 2,208 2,275 2,410 3,588 

第１号被保険者

(A) 
24,192 24,278 24,364 24,536 25,167 

総人口推計値(B) 81,629 81,337 81,045 80,455 73,810 

総人口に占める 

割合（A/B） 
29.64％ 29.85％ 30.06％ 30.50％ 34.10% 

（各年 10 月 1 日推計） 

 

２ 要介護等認定者数の見込み 

（１）要介護等認定の申請状況 

本市の要介護等認定の新規申請者数については、高齢化が進展している

一方で、減少傾向にあります。 

また、令和３年４月からは認定事務の負担軽減のため、更新申請時の認

定有効期間の上限が３６か月から４８か月に延長することが可能となりま

す。 

 

（２）要介護（要支援）認定者数の推計 

  要介護（要支援）認定者数については、令和２年度は新型コロナウイル

ス感染症の影響から新規申請者が減少しています。このことを考慮し、平

成３０年度から令和２年度の認定率の平均値を各年の被保険者数に乗じて
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推計しています。 

【設定の流れ】 

 要介護（支援）認定者数（令和 3 年～令和 5 年、令和 7 年、令和 22 年） 

  ＝ 各年の被保険者数×要介護（支援）認定率の平均値（平成 30 年か

ら令和 2 年） 

 

［要介護等認定者の見込み（総数）］                （人） 

 令和３年 令和４年 令和５年 
令和７年 

（2025 年） 

令和２２年 

（2040 年） 

要支援１ 122 124 127 130 151 

要支援２ 432 437 443 458 530 

要介護１ 839 855 870 900 1,084 

要介護２  1,011 1,030 1,045 1,084 1,339 

要介護３ 720 734 748 775 970 

要介護４ 613 629 638 661 850 

要介護５ 408 415 420 436 546 

合 計 4,145 4,224 4,291 4,444 5,470 

（各年 10 月 1 日推計）  

 

（３）総合事業対象者の見込み 

総合事業対象数については、平成３０年度から令和２年度の認定率の平

均値を各年の被保険者数に乗じて推計しています。 

 

［総合事業対象者の見込み（総数）］              （人）                               

 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和２２年 

事業対象者 477 478 480 483 496 

実利用者数                         （各年 4 月 1 日推計） 

 

 

３ サービス利用者数及び利用量の見込みの推計 

介護給付について、平成３０年度から令和２年度の利用者数等をみると、

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に利用者数は減

少しているため、影響による減少分を調整し推計を行いました。 

居宅サービスでは、訪問看護の事業所整備が進んだため、大きく増加して

いますが、それ以外の居宅サービスについては微増の傾向にあり、今後も、

同程度の利用者数及び利用量があるものと推計されます。 

地域密着型サービスでは、介護サービス事業所の整備も進み、サービスの



５８ 
 

提供についても順調に進んでいることから、年々増えており、中には計画値

を大きく上回る勢いで伸びているサービスもあります。今後も、一部サービ

スを除き、利用者数及び利用量も年々増加するものと推計されます。 

施設サービスについては、介護医療院の整備が進んだことにより、介護医

療院及び介護療養型医療施設に大きな変動が起きました。それ以外の施設サ

ービスについて微増の傾向にありますが、高齢化に伴い利用者数及び利用量

が増加するものと推計されます。 

予防給付についても、高齢者人口が増加することから、サービス利用者数

や利用量は増加すると推計されます。 

 

 ４ 介護保険制度改正による利用者負担の見直し 

介護保険制度の改正により、令和３年８月から特定入所者介護（予防）サ

ービス費及び高額介護（予防）サービス費の見直しが行われます。 

特定入所者介護（予防）サービス費では、食費居住費負担を含む本人の支

出額について所得段階間の均衡が図られます。 

高額介護（予防）サービス費では、現役並みの所得者を医療保険の高額療

養費制度における負担限度額に合わせて設定されます。 

 

 ５ 有料老人ホーム等の設置状況 

市内の有料老人ホーム等の設置状況は、有料老人ホーム５施設（１６１人）、

サービス付き高齢者向け住宅５施設（２１３戸）、軽費老人ホーム（ケアハ

ウス）１施設（５０人）となっています。有料老人ホーム等は、多様な介護

ニーズの受け皿となっており、今後も増加する傾向にあります。 

施設の設置状況によりサービス利用者数や利用料が介護給付費に与える影

響について考慮していきます。 

 

第３節 介護給付費等対象サービスの計画 

（注）人数、利用者一人当たりの回数及び日数は、平成 30～令和元年度は月間

の実績、令和 2 年度は月間の実績見込、令和 3～5 年度及び令和 7 年度(2025

年)、令和 22 年度(2040 年)は月間の計画推計量を示す。 

（凡例）                         （単位は月間） 

 平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

 令和 7 年度 

(2025 年) 

令和 22 年度 

（2040 年） 

人数 
実績 実績 見込 推計量 推計量 推計量 

 
推計量 推計量 

回数  

 ←   第 7 期   → ←  第 8 期  →    
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１ 居宅サービス 

（１）訪問介護 

在宅サービスの中心である訪問介護については、ほぼ横ばいで推移して

きました。今後も若干の増加を見込んでいます。 

 【介護給付】                                    人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 384 377 366 387 395 405  414 496 

回数 15.7 14.4 14.4 13.4 13.5 13.6  13.5 13.3 

 

（２）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

訪問入浴介護については、重度要介護者を中心に利用されておりますが、

ほぼ横ばいでした。今後も同様に推移するものと見込んでいます。 

 【介護給付】                                    人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 13 12 8 10 10 10  10 12 

回数 4.5 4.0 3.8 3.6 3.6 3.6  3.6 3.6 

 【予防給付】                                      人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 0 0 0 0 0 0  0 0 

回数 0 0 0 0 0 0  0 0 

 

（３）訪問看護・介護予防訪問看護 

訪問看護については、在宅介護を支えるサービスとして増加傾向にあり

ます。今後も増加を見込んでいます。 

 【介護給付】                                    人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 353 358 378 413 422 431  440 527 

回数 9.2 8.8 8.7 8.3 8.4 8.4  8.5 8.8 

 【予防給付】                                      人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 53 63 58 56 57 57  59 68 

回数 9.7 9.8 10.5 10.2 10.2 10.2  10.4 10.7 

 

（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 

訪問リハビリテーションについては、医療機関からの退院時にリハビリ

を集中的に導入することにより、効果的な要介護度の改善が期待されます。

今後需要が増えるものと考えるため、若干増加を見込んでいます。 
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 【介護給付】                                    人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 92 88 75 86 87 89  91 108 

回数 11.0 11.4 12.8 11.1 11.2 11.2  11.2 11.1 

 【予防給付】                                      人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 16 11 10 11 11 11  12 13 

回数 8.4 9.5 11.5 9.8 9.9 9.9  10.2 10.4 

 

（５）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導については、在宅介護を

支えるサービスとして増加傾向にあります。今後も増加を見込んでいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 166 178 167 180 185 190  193 228 

 【予防給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 5 5 6 7 7 7  7 9 

 

（６）通所介護 

通所介護については、要介護 1～３の人を中心に利用されており増加傾

向にありました。今後については、高齢者人口増加分を利用者の増加とし

て見込んでいます。利用定員が１８人以下の小規模通所介護については、

地域密着型通所介護として、別に見込んでいます。 

 【介護給付】                                    人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 1,010 1,046 1,041 1,086 1,107 1,129  1,155 1,403 

回数 10.7 10.9 10.8 10.1 10.2 10.2  10.4 10.7 

 

（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 

通所リハビリテーションについては、要介護 1～２の人を中心に利用さ

れており、減少傾向にありました。今後については、若干の増加するもの

と見込んでいます。 

 【介護給付】                                    人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 351 345 315 339 344 352  359 435 

回数 9.8 9.9 10.5 10.2 10.2 10.2  10.2 10.4 
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 【予防給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 81 78 79 78 80 81  84 96 

 

（８）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

短期入所生活介護については、ほぼ横ばいです。今後についても横ばい

で推移するものと見込んでいます。 

 【介護給付】                                    人数（人）、日数（日） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 249 241 196 209 215 220  223 265 

日数 10.6 10.4 12.4 11.9 11.9 12.0  12.0 12.2 

 【予防給付】                                      人数（人）、日数（日） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 1 4 2 1 1 1  1 1 

日数 7.6 6.1 4.1 2.6 2.6 2.8  3.0 6.0 

 

（９）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

短期入所療養介護（介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療

院）については、若干の増加を見込んでいます。 

 【介護給付】                                    人数（人）、日数（日） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 35 37 29 34 34 36  36 42 

日数 8.1 6.7 6.2 7.0 7.0 7.1  7.1 6.9 

 【予防給付】                                      人数（人）、日数（日） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 0 0 1 0 0 0  0 0 

日数 0 0 1.2 0 0 0  0 0 

 

（１０）特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護については、

ほぼ横ばいでした。今後は、施設整備が進むことから利用者の増加を見込

んでいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 149 138 136 157 160 163  171 210 
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 【予防給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 9 13 15 17 17 17  17 20 

 

（１１）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与については、平成３０年１０月か

ら貸与価格の上限が設定される等、適正な貸与価格が設定されるようにな

り、利用も大幅に増加しています。今後についても増加を見込んでいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 1,193 1,281 1,349 1,420 1,449 1,481  1,520 1,836 

 【予防給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 244 277 272 280 284 289  298 344 

 

（１２）特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費については、ほぼ横

ばいです。今後についても、横ばいで推移するものと見込んでいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 22 19 30 22 22 22  23 28 

 【予防給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 7 8 1 8 8 8  8 10 

 

（１３）住宅改修・介護予防住宅改修 

住宅改修・介護予防住宅改修については、ほぼ横ばいです。今後につい

ても、横ばいで推移するものと見込んでいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 19 16 20 17 18 18  18 22 

  【予防給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 5 7 5 5 5 5  5 6 

 

（１４）居宅介護支援・介護予防支援 

居宅介護支援の利用人数は、在宅の要介護者の増加に伴って、年々増加
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しています。今後については、高齢者人口増加分の利用者の増加を見込ん

でいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 1,828 1,833 1,789 1,916 1,952 1,993  2,043 2,495 

 【予防給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 326 356 348 351 355 361  372 431 

 

２ 地域密着型サービス 

（１）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護については、利

用者の減少が見られます。今後については、横ばいで推移するものと見込

んでいます。 

 【介護給付】                                    人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 90 85 65 73 75 75  76 91 

回数 11.8 12.2 12.6 11.8 11.9 11.9  12.0 12.0 

 【予防給付】                                      人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 0 0 0 3 3 3  3 4 

回数 0 0 0 3.0 3.0 3.0  3.0 3.3 

 

（２）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護については、

市内に１１箇所あり、利用人数は増加しています。今後も利用者の増加を

見込んでいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 219 228 248 277 301 319  329 394 

 【予防給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 2 2 2 2 2 2  2 3 

 

（３）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については、令和２年度から１事業所が開

設し市内２事業所となりました。今後は、利用者の増加を見込んでいます。 
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 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 22 21 24 35 35 35  36 43 

 

（４）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、令和２年度から市内に

１事業所が開設しました。今後は、横ばいで推移するものと考えています。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 1 2 5 6 6 10  10 11 

 

（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 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、市内には６

箇所あり、令和元年度、令和２年度に各年１箇所ずつ開設されました。利

用者の増加を見込んでいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 68 80 88 90 99 99  102 125 

 【予防給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 0 0 0 0 0 0  0 0 

 

（６）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

小規模介護老人福祉施設については、地域密着型介護老人福祉施設とし

て市内に１箇所（２０床）あります。横ばいで推移すると考えています。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 17 19 19 20 20 20  22 29 

 

（７）地域密着型通所介護 

地域密着型通所介護については、市内に８箇所あり、利用人数は減少し

ましたが、今後は、徐々に増加するものと見込んでいます。 

 【介護給付】                                    人数（人）、回数（回） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 157 146 120 123 125 128  130 159 

回数 11.0 11.7 12.2 12.0 12.0 12.0  12.1 12.2 
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（８）夜間対応型訪問介護 

夜間対応型訪問介護については、市内には介護事業所がなく、他の地域

密着型サービスでカバーすることとします。 

 

（９）地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護についても、既存の特定施設入居者

生活介護サービスでカバーすることとします。 

 

３ 施設サービス 

（１）介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設は、１箇所が施設統廃合により減少し、市内に４箇所

となりました。利用者は横ばいで推移するものと見込んでいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 409 404 399 401 401 401  465 588 

 

（２）介護老人保健施設 

介護老人保健施設は市内に２箇所あります。利用者は横ばいで推移する

ものと見込んでいます。 

 【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 320 306 305 307 307 307  355 446 

 

（３）介護療養型医療施設・介護医療院 

介護療養型医療施設・介護医療院は、市内に各１箇所あります。介護療

養型医療施設の介護医療院への転換を踏まえ、利用者は若干増加するもの

と見込んでいます。 

【介護給付】                                          人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 63 66 65 71 71 71  74 92 

 

４ その他のサービス利用見込み 

（１）特定入所者介護（介護予防）サービス費 

住民税非課税世帯の利用者が施設サービス、短期入所サービスを受けた際

の居住費（滞在費）と食費について、負担限度額を超えた分は特定入所者介

護（介護予防）サービス費として保険給付（補足給付）し、負担を軽減して

います。令和３年８月から食費居住費負担を含む本人の支出額について所得
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段階間の均衡が図られます。この制度改正により、対象者数は減少するもの

と見込んでいます。 

                                               人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 364 361 347 340 335 330  330 330 

 

（２）高額介護（介護予防）サービス費 

同じ世帯内の介護サービス利用者自己負担額の合計が、自己負担上限額を

超えた場合、高額介護（介護予防）サービス費が支給されます。介護保険制

度の改正により、令和３年８月から現役並みの所得者の負担限度額が医療保

険の高額療養費制度に合わせて設定されますが、高齢化に伴う給付費増から

増加すると見込んでいます。 

                                               人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 794 838 827 835 843 851  867 957 

 

（３）高額医療合算介護（介護予防）サービス費 

１年間を単位とし、同じ医療保険の世帯内で、介護保険と医療保険の自己

負担額の合計が、自己負担限度額を超えた場合、高額医療合算介護（介護予

防）サービス費が支給されます。高齢化に伴う医療費及び介護給付費増から

増加すると見込んでいます。 

                                           年間のべ人数（人） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

人数 410 491 495 513 531 549  575 655 

 

（４）審査支払手数料 

介護サービス利用者が利用した介護給付費は、県国民健康保険団体連合

会（以下「国保連」という。）に委託してサービスを提供した事業者に支

払っています。国保連は、サービス事業者からの請求内容について審査支

払業務を行っており、その業務に対して委託手数料を支払っています。審

査支払手数料については、サービス利用者が増加しているので、年々増加

しています。 

                                               件数（件） 

 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

件数 8,134 8,341 8,398 8,645 8,795 8,949  9,250 11,399 
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５ 介護保険サービスの見込み量の確保のための方策  

日常生活圏域ごとの基盤整備状況を踏まえ、以下のような基盤整備に努める

ことにより、見込み量を確保していきます。 

なお、施設整備にあたっては、全市的にバランスの取れたサービス提供が確

保されることを念頭に行うこととします。 

 

【介護保険サービスの基盤整備】 

 

介護サービス種別 整備圏域 開設予定年度 

小規模多機能型居宅介護・看護小規

模多機能型居宅介護 
全ての圏域 

令和 4 年度 １箇所 

令和 5 年度 １箇所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 全ての圏域 令和 5 年度 １箇所 

認知症対応型共同生活介護 全ての圏域 令和 4 年度 １箇所 
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６ 各サービス別給付費の推移    

【介護サービス】                     （単位：千円） 

 3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

居宅サービス   

 訪問介護 182,536 187,469 192,941  195,843 230,953 

訪問入浴介護 5,392 5,395 5,395  5,395 6,474 

訪問看護 190,258 196,986 201,433  207,763 255,949 

訪問リハビリテーション 33,747 34,324 35,213  36,002 42,553 

居宅療養管理指導 10,950 11,269 11,577  11,750 13,805 

通所介護 985,073 1,008,969 1,038,070  1,079,798 1,344,682 

通所リハビリテーション 367,839 374,815 385,158  391,731 479,695 

短期入所生活介護 246,302 253,749 261,883  264,657 317,726 

短期入所療養介護 32,652 32,670 35,099  35,099 39,711 

福祉用具貸与 201,982 206,724 211,739  216,085 258,668 

特定福祉用具購入費 6,608 6,608 6,608  6,929 8,405 

住宅改修 19,167 20,182 20,182  20,182 25,544 

特定施設入居者生活介護 373,639 380,676 387,769  406,565 500,556 

地域密着型サービス   

 定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 
7,677 7,681 13,704 

 
13,704 14,533 

 地域密着型通所介護 147,174 150,222 153,813  155,578 192,386 

 認知症対応型通所介護 113,453 118,384 118,545  120,475 142,810 

 小規模多機能型居宅介護 675,864 732,833 776,203  796,513 947,339 

 認知症対応型共同生活介護 270,018 297,451 297,451  306,642 376,017 

 地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 
68,214 68,252 68,252  74,848 98,397 

 看護小規模多機能型居宅

介護 
98,162 98,216 98,216  100,383 118,763 

居宅介護支援 341,389 348,220 355,785  364,171 444,581 

施設サービス   

 介護老人福祉施設 1,230,346 1,231,028 1,231,028  1,426,849 1,804,781 

 介護老人保健施設 1,051,427 1,052,011 1,052,011  1,216,579 1,529,573 

 介護療養型医療施設・介護

医療院 
311,315 315,657 315,657  329,080 409,436 

介護給付費計 6,971,184 7,139,791 7,273,732  7,782,621 9,602,337 
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【介護予防サービス】                    （単位：千円） 

  3 年度 4 年度 5 年度  7 年度 22 年度 

介護予防サービス   

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0  0 0 

 介護予防訪問看護 26,109 26,837 26,837  28,120 33,287 

 介護予防訪問リハビリテー

ション 
3,642 3,678 3,678  4,109 4,554 

 介護予防居宅療養管理指導 553 553 553  553 709 

 介護予防通所リハビリテー

ション 
32,539 33,286 33,759  34,961 39,987 

 介護予防短期入所生活介護 205 205 221  237 473 

 介護予防短期入所療養介護 0 0 0  0 0 

 介護予防福祉用具貸与 19,698 19,976 20,316  20,956 24,197 

 特定介護予防福祉用具購入

費 
1,738 1,738 1,738  1,738 2,177 

 介護予防住宅改修 5,065 5,065 5,065  5,065 6,080 

 介護予防特定施設入居者生

活介護 
19,498 19,509 19,509  19,509 22,625 

地域密着型介護予防サービス   

 介護予防認知症対応型通所

介護 
907 907 907  907 1,317 

 介護予防小規模多機能型居

宅介護 
2,271 2,272 2,272  2,272 3,408 

介護予防支援 18,833 19,058 19,380  19,970 23,138 

予防給付費計 131,058 133,084 134,235  138,397 161,952 
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第４節 地域支援事業 

１ 地域支援事業の推進 

地域支援事業は、高齢者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、

社会に参加しながら、自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

と、また、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、住み慣れた

地域において自分らしい生活を継続することができるよう支援することを目

的としています。 

高齢化が進む中、高齢者が地域で安心して生活を続けていくためには、高

齢者を包括的に支援し、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提

供される体制、「地域包括ケアシステム」の構築が重要です。 

地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、地域支援事業による、高

齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止や、医療と介護の連携、地域にお

ける支援体制の向上、生活支援の充実・強化に取り組みます。 

今後も、高齢者の自立支援・重度化防止を目指す中で、市民サービスが低

下しないよう、事業内容については多方面から検討し推進します。 

 

２ 地域支援事業の内容 

（１）今後の取り組み 

総合事業の中で、利用者の自立に向け、適切なサービスを提供できるよう、

対象者の分析、介護予防効果の検証を実施します。また、自治振興会、第１

層協議体、第２層協議体、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、介護サー

ビス事業所、シルバー人材センター、シニアクラブ、ＮＰＯ法人、民間企業

などと連携し、地域の中での多様な日常生活上の支援体制の充実・強化を図

ります。 

 

（２）事業の内容 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

 介護予防・生活支援サービス事業 

事業区分 事業内容 概要（事業名） 

訪問型サ ー ビ

ス 

要支援者等に対し、掃除、

洗濯等の日常生活上の支

援を提供 

・訪問型予防給付相当サービス 

・訪問型基準緩和サービスＡ型 

・お手軽サポート 

・訪問型住民主体サービスＢ型 

・訪問型短期集中予防サービスＣ

型 



７１ 
 

通所型サ ー ビ

ス 

要支援者等に対し、機能

訓練や集いの場など日常

生活上の支援を提供 

・通所型予防給付相当サービス 

・通所型基準緩和サービスＡ型 

・通所型短期集中予防サービスＣ

型 

介護予防 支 援

事業（ケアマネ

ジメント） 

要支援者等に対し、総合

事業によるサービス等が

適切に提供できるようケ

アマネジメント 

・対象に応じたケアマネジメント 

ケアマネジメントＡ 

ケアマネジメントＢ 

ケアマネジメントＣ 

 

一般介護予防事業 

事業区分 事業内容 概要（事業名） 

介 護 予 防 把 握

事業 

収集した情報等を活用に

より、閉じこもり等の何

らかの支援を要する人を

把握し、介護予防活動へ

つなげる 

・高齢者生活支援サービス地域ニ

ーズ調査により介護予防活動に

つなげる高齢者の把握 

・総合事業対象者の実態把握 

・口腔機能向上事業 

介 護 予 防 普 及

啓発事業 

介護予防活動の普及・啓

発を行う 

・いきいきふれあいのつどい 

・フレイル予防事業 

・いきいき運動広場 

・いきいき運動広場ＰＬＵＳ 

・のうりょくアップ教室 

・男の貯筋講座 

地 域 介 護 予 防

活動支援事業 

住民主体の介護予防活動

の育成・支援を行う 

・つどい活動組織の育成及び 

運営支援 

・高齢者スポーツ振興事業 

・創作活動支援事業 

地 域 リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン 活

動支援事業 

介護予防の取組を機能強

化するため、通所、訪問、

地域ケア会議、住民主体

の通いの場等へのリハビ

リ専門職等による助言等

を実施 

・つどい等へのリハ職等派遣事業 

・地域ケア会議のリハ職等派遣事 

業 

・ケア方針決定のためのリハ職派

遣事業 

一 般 介 護 予 防

事業評価事業 

介護保険事業計画に定め

る目標値の達成状況等を

検証し、一般介護予防事

業の評価を行う 

「サービス提供事業者」
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「 地 域 包 括 支 援 セ ン タ

ー」及び「保険者」がそ

れぞれ３段階の評価を行

う 

 

イ 包括的支援事業 

事業区分 事業内容 概要（事業名） 

包 括 的 支 援 事

業 

地域包括支援センターの

運営 

・地域包括支援センター (6 箇所) 

・地域包括支援センター運営協議  

 会 

在宅医療・介護連携推進

事業 

・在宅医療コーディネート医 

・在宅ケア普及啓発事業 

・地域医療協議会連絡会 

・顔の見える多職種連携会議 

生活支援体制整備 ・介護予防・生活支援サービス協

議体（第１．２層） 

・地域支え合い推進員 

・介護予防サポーター 

・高齢者生活支援サポーター 

認知症総合支援事業 ・認知症対策地域ケアネットワー

ク会議 

・認知症初期集中支援チーム 

・認知症地域支援推進員 

・認知症カフェ 

・徘徊高齢者等ＳＯＳネットワー

ク事業 

地域ケア会議推進事業 ・地域ケア個別会議 

・地域における地域ケア会議 

・地域ケア推進会議 

     

 

ウ 任意事業･その他の事業 

事業区分 事業内容 概要（事業名） 

任意事業 

 

介護給付等費用適正化事

業 

・ケアプラン点検 

・介護給付費通知 

・ケアマネジメント研修会等 
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家族介護支援事業 ・家族介護者交流事業 

・家族やすらぎ支援事業 

 

その他の事業 成年後見制度利用支援事

業 

・成年後見制度利用支援事業 

地域自立生活支援事業 ・介護相談員派遣 

・食の自立支援事業 

その他 ・福祉用具・住宅改修支援事業 

等 

・認知症サポーター等養成事業 

 

（３）事業量見込 

 ア 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

①  介護予防・生活支援サービス事業 

（注）令和 2 年度は月間の実績見込、令和 3～5 年度及び令和 7 年度、令和 22 年

度は月間の計画推計量を示す。 

 

・訪問サービス                        実人数 (人 ) 
サービスの種類 30 

年度 

元 

年度 

2 

年度 

3 

年度 

4 

年度 

5 

年度 

 

 

 

 

 

 

 

7 

年度 

22 

年度 

訪問型予防給付 

相当サービス 
122 116 130 132 135 140 150 210 

訪問型基準緩和 

サービス（Ａ１型） 
15 17 20 19 21 23 27 55 

訪問型基準緩和 

サービス（Ａ２型） 
1 6 7 8 9 10 12 18 

訪問型住民主体 

サービス（Ｂ型） 
14 19 20 30 40 50 60 100 

訪問型短期集中 

予防サービス 

（Ｃ型） 

1 1 3 4 5 6 8 18 

・通所サービス                        実人数（人） 

サービスの種類 30 

年度 

元 

年度 

2 

年度 

3 

年度 

4 

年度 

5 

年度 
 

7 

年度 

22 

年度 

通所型予防給付 

相当サービス 
358 351 330 335 345 355 370 490 
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通所型基準緩和 

サービス（Ａ型） 
91 87 75 75 80 85 115 125 

通所型短期集中 

予防サービス 

（Ｃ型） 

22 17 16 17 18 19  21 32 

 

・介護予防マネジメント                    実人数(人) 

 30 

年度 

元 

年度 

2 

年度 

3 

年度 

4 

年度 

5 

年度 

 7 

年度 

22 

年度 

介護予防支援事業 

ケアマネジメント 
360 381 370 385 405 425 470 640 

 

  ②一般介護予防事業 

（注）令和 2 年度は年間の実績見込、令和 3～5 年度及び令和 7 年度、令和 22 年

度は年間の計画推計量を示す。 

（人） 

サービスの種

類 
30 

年度 

元 

年度 

2 

年度 

3 

年度 

4 

年度 

5 

年度 

 

 

 

7 

年度 

22 

年度 

高齢者生活支

援サービス地

域ニーズ調査

回答者数 (実

人数) 

2,660 2,538 2,654 2,700 2,750 2,800 2,800 2,800 

い き い き ふ れ

あ い の つ ど い

登録者数（実人

数） 

6,998 7,466 7,720 7,770 7,820 7,870 8,000 8,500 

フ レ イ ル 予 防

事業（実人数） 
－ 22 70 100 130 160 220 255 

い き い き 運 動

広場（延人数） 
3,061 2,562 2,150 2,690 2,720 2,750 2,810 3,000 

い き い き 運 動

広 場 Ｐ Ｌ Ｕ Ｓ

（延人数） 

－ 2,238 1,900 2,350 2,380 2,400 2,460 2,600 

の う り ょ く ア

ップ教室（延人
725 615 650 660 670 680 700 790 
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数） 

男の貯筋講座 

（延人数） 
－ 418 360 420 430 440 460 520 

 

イ 包括的支援事業 

 30 年

度 

元 

年度 

2 

年度 

3 

年度 

4 

年度 

5 

年度 

 7 

年度 

22 

年度 

地域包括支援 

センター（箇所） 
2 2 2 6 6 6 6 6 

在 宅 医 療 コ ー デ

ィ ネ ー ト 事 業 等

包 括 ケ ア 在 宅 医

療推進事業（人） 

6 6 6 6 6 6 6 6 

在 宅 医 療 に 関 す

る 出 前 講 座 等 開

催数（回数） 

8 10 13 13 14 14 15 15 

顔 の 見 え る 多 職

種連携会議（延人

数） 

284 269 80 280 285 290 300 314 

生活支援・介護予

防 サ ー ビ ス 協 議

体（第２層）（箇

所） 

  16 17 17   17 17 17 17 17 

認 知 症 対 策 地 域

ケ ア ネ ッ ト ワ ー

ク 会 議 の 開 催

（回） 

2 2 2 2 2 2 2 2 

認 知 症 初 期 集 中

支援チーム（対応

件数） 

11 2 15 17 18 20 23 30 

認 知 症 地 域 支 援

推進員  （実人

数） 

6 11 13 13 13 13 13 13 

認知症カフェ（箇

所） 
6 5 5 6 6 7 7 7 

認 知 症 に 関 す る 11 4 10 15 16 17 17 17 
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事業（地区） 

徘 徊 高 齢 者 等 Ｓ

Ｏ Ｓ ネ ッ ト ワ ー

ク事業の普及（実

人数） 

92 122 140 150 160 170 190 300 

あ ん し ん 見 守 り

キ ー ホ ル ダ ー の

普及 (実人数) 

489 513 530 530 530 530 530 530 

家 族 や す ら ぎ 支

援事業(延人数) 
681 636 600 640 645 650 660 700 

地 域 ケ ア 個 別 会

議（延人数） 
252 132 170 120 126 132 144 180 

地 域 に お け る 地

域ケア会議（延人

数） 

73 93 90 96 102 108 120 240 

※あんしん見守りキーホルダーについては、令和３年度以降は新規登録は行わない。 

 

ウ 任意事業･その他の事業                    （人） 

 
30 年

度 

元 

年度 

2 

年度 

3 

年度 

4 

年度 

5 

年度 

 

7 

年度 

22 

年度 

家族介護支援事業 100 125 100 135 140 145 155 180 

家族やすらぎ支援

事業(延人数) 
681 636 600 640 645 650 660 700 

食の自立支援事業 1,398 1,438 1,510 1,530 1,550 1,570 1,600 1,800 

認知症サポーター

養成講座（延人数） 
650 648 655 685 695 700 715 805 
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第５節 介護保険料の算定 

１ 保険料設定の考え方 

（１）標準給付費 

【設定の流れ】 

  オ 標準給付費見込額 ＝ ア＋イ＋ウ＋エ 

ア 総給付費 

      イ 特定入所者介護サービス費（財政影響額調整後） 

      ウ 高額介護サービス費等（財政影響額調整後） 

      エ 審査支払手数料 

ア 総給付費 

総給付費は、３年間で約２１７億８千万円を見込んでいます。 

イ 特定入所者介護サービス費 

特定入所者介護サービス費は、令和３年８月から食費・居住費負担を含む

本人の支出額について所得段階間の均衡が図られることを踏まえ、３年間で

３億５千万円を見込んでいます。 

ウ 高額介護サービス費等 

高額介護サービス費等は、令和３年８月から現役並みの所得者の負担限度

額を医療保険の高額療養費制度に合わせる見直しを踏まえ、３年間で３億５

００万円を見込んでいます。なお、この中には高額医療合算介護（介護予防）

サービス費も含まれています。 

エ 審査支払手数料 

審査支払手数料は、要支援・要介護認定者の伸びに合わせて、３年間で約

３１万７千件分を設定しています。 

オ 標準給付費見込額 

以上のア～エを合わせた額を標準給付費見込額として算出しています。 

 

標準給付費                         （単位：千円） 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 合   計 

ア 総給付費 

（介護給付費＋予防給付費） 
7,102,242 7,272,875 7,407,967 21,783,084 

イ 特定入所者介護サー

ビス費（イ＝①－②） 
124,127 111,214 112,975 348,316 

①特定入所者介護サービ 

ス費 
154,106 157,043 159,533 470,682 
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②特定入所者介護サービ 

ス費の見直し影響額 
29,979 45,829 46,558 122,366 

ウ 高額介護サービス費

等（イ＝③－④） 
100,882 101,224 102,830 304,936 

③高額介護サービス費等 103,984 105,966 107,647 348,456 

④高額介護サービス費等

の見直し影響額 
3,102 4,742 4,817 12,661 

エ 審査支払手数料 9,026 9,182 9,342 27,550 

オ 標準給付費見込額 

（オ＝ア＋イ＋ウ＋エ） 
7,346,386 7,504,780 7,643,579 22,494,745 

※千円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがあります。 

 

（２）地域支援事業費   

    地域支援事業費については、上限額が設定されていることから、限られ

た費用の中でより効果の高い介護予防事業を推進していきます。 

                         （単位：千円） 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 合   計 

ア 介護予防・日常生活支

援総合事業 
329,867 332,009 337,332 999,208 

イ 包括的支援事業及び

任意事業 
147,156 149,996 151,046 448,198 

ウ 包括的支援事業（社会

保障充実分） 
24,013 23,769 23,637 71,419 

エ 地域支援事業費 

 （エ＝ア＋イ＋ウ） 
501,036 505,774 512,015 1,518,825 

 

 

（３）保険料収納必要額の算出  

【設定の流れ】 

キ 保険料収納必要額 ＝ ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ 

              ア 第１号被保険者負担分相当額 

              イ 調整交付金相当額 
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              ウ 調整交付金見込額 

              エ 財政安定化基金拠出金 

              オ 財政安定化基金償還金 

              カ 市町村特別給付等 

ア 第１号被保険者負担分相当額 

第１号被保険者負担分相当額は、標準給付費見込額と地域支援事業費の

３年間の合計を合わせた金額の２３％となります。 

イ 調整交付金相当額 

調整交付金相当額は、標準給付費見込額に全国平均の調整交付金交付割

合（５％）を掛けて算出します。 

ウ 調整交付金見込額 

調整交付金見込額は、以下に示した後期高齢者加入割合補正係数と所得

段階別加入割合補正係数から算出した調整交付金見込割合をもとに算出さ

れる見込みです。 

（ア）後期高齢者加入割合補正係数  ０．９４～０．９６ 

（イ）所得段階別加入割合補正係数  １．０６３～１．０６５ 

エ 財政安定化基金の拠出金 

財政安定化基金は保険料収納率の低下や介護給付費の増加によって、介

護保険会計に不足が生じた場合に、貸付や交付金の交付を行うため、県に

設置されています。財源は市、県、国が３分の１ずつ拠出となりますが、

第８期では拠出金はないものとして算出します。 

オ 財政安定化基金償還金 

財政安定化基金からの借入はありませんので償還金はありません。 

カ 市町村特別給付等 

本市においては、実施する予定はありません。 

 

２ 介護給付費準備基金について 

介護給付費準備基金については、第８期計画の保険料算定上、保険料を低

く抑えるため、基金残高の一部を第８期事業期間中に取り崩すこととして計

算します。 

 

３ 第８期介護保険事業計画における介護保険料（基準額） 

１～３までの諸条件等をもとに、第８期（令和３年度～令和５年度）の保

険給付費等をまかなうための第１号被保険者の介護保険料を算定しました。 

[第８期（令和３年度～令和５年度）の介護保険料基準額] 

５，８９０円（月額） 
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４ 第１号被保険者の介護保険料所得段階の設定   

介護保険制度では公費による低所得者の介護保険料の軽減が行われ、国が

その費用の２分の１、県が４分の１、市が４分の１を負担し、介護保険特別

会計に一般会計より繰入されます。 

本市では、国の基準に合わせた所得段階を定め、被保険者の負担能力に応

じた保険料設定としています。 

 

【所得段階】                

区 分 負担割合 保険料（年額） 

第１段階 

①  生活保護を受けている人 

②  世帯全員が市民税非課税で、老 

齢福祉年金を受けている人または

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 

基準年額 

×０．５ 

 ↓ 

【軽減後】 

０．３ 

２１，２１０円 

第２段階 

世帯全員が市民税非課税で、前年

の合計所得金額と課税年金収入額

の合計が８０万円超１２０万円以

下の人で、かつ、第 1 段階に該当

しない人 

基準年額 

×０．６２ 

↓ 

【軽減後】 

  ０．５ 

３５，３４０円 

第３段階 

世帯全員が市民税非課税で、前年

の合計所得金額と課税年金収入額

の合計が１２０万円超の人で、か

つ、第１段階に該当しない人 

基準年額 

×０．７ 
４９，４７０円 

第４段階 

世帯の誰かに市民税が課税されて

いるが、本人は市民税非課税で、

かつ、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 

基準年額 

×０．８５ 
６０，０７０円 

第５段階 

世帯の誰かに市民税が課税されて

いるが、本人は市民税非課税で、

かつ、前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が８０万円超の

人 

基準年額 ７０，６８０円 

第６段階 
本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が１２５万円未満の人 

基準年額 

×１．１７ 
８２，６９０円 
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第７段階 

本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が１２５万円以上２００

万円未満の人 

基準年額 

×１．３ 
９１，８８０円 

第８段階 

本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が２００万円以上３００

万円未満の人 

基準年額 

 ×１．５５ 
１０９，５５０円 

第９段階 

本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が３００万円以上５００

万円未満の人 

基準年額 

 ×１．７５ 
１２３，６９０円 

第 10段階 

本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が５００万円以上７５０

万円未満の人 

基準年額 

 ×１．８５ 
１３０，７５０円 

第 11段階 

本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が７５０万円以上１，０

００万円未満の人 

基準年額 

 ×２．０ 
１４１，３６０円 

第 12段階 

本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が１，０００万円以上の

人 

基準年額 

 ×２．２ 
１５５，４９０円 

※給与所得額、公的年金等所得額については、税制改正前の計算方法で算出します。 

 

【公費による保険料軽減後の負担割合】 

区分 軽減前の負担割合 軽減後の負担割合 

第 1 段階 基準年額×０．５ 基準年額×０．３ 

第２段階 基準年額×０．６２ 基準年額×０．５ 

※今後、社会情勢の変化等により公費による保険料軽減後の負担割合は変動しま

す。 

 

５ 保険料の徴収・給付制限 

介護給付費の２３％は、第１号被保険者の保険料によって負担されます。

特別徴収(年金天引き)の収納率は１００％ですが、普通徴収(個別納付)の収

納率は、９１％前後となっています。保険料の納付は、介護保険制度の運営・

継続にとって大変重要であり、滞納者に対し、年間催告、個別納付相談・指

導・徴収を実施し、普通徴収の収納率が上がってきております。 

また、保険料を納付する資力があるにもかかわらず滞納を続け、納付指導

に従わない悪質な滞納者には、要介護認定を受け保険給付を受ける段階にお

いて、給付の償還払いや給付制限等を実施します。 



８２ 
 

第６節 介護保険事業を円滑にするための施策 

１ 介護給付適正化 

 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、事業者が適切に提供するよう促し、適切なサービス

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への信頼を高

め、持続可能な介護保険制度の構築を目的とします。  

 
【これまでの取り組み】  

本市では、第４期福井県介護給付適正化計画を踏まえ、主要５事業の「要

介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「住宅改修等の点検」、「医

療情報との突合・縦覧点検」、「介護給付費通知」について取り組み、保険

給付費の適正化を図り、制度の信頼感を高め、持続可能な介護保険制度の構

築に努めてきました。 

 

【現状と課題】  
介護保険制度の施行以来、介護保険給付費は増加を続け、介護保険料や介

護保険財政に大きく影響を与えています。一方で、介護保険給付が要介護状

態の軽減または悪化の防止に資するように行われているか、介護サービスが

総合的かつ効率的に提供されるよう配慮されているか、事業者による不適

正・不正な介護サービスはないか、などの観点から介護給付の適正化の更な

る推進が必要です。 

 

【取組方針と目標】  
本市では、第５期福井県介護給付適正化計画を踏まえ、主要５事業の「要

介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「住宅改修等の点検」、「医

療情報との突合・縦覧点検」、「介護給付費通知」について、より具体性・

実行性のある構成・内容に見直しながら取り組みます。 

 

（１）要介護認定の適正化 
認定調査員に対し、調査の留意点や調査票の記述方法に関する統一した

研修を行うとともに、調査票の記入漏れや認定調査の内容と主治医意見書

の内容に不整合がないか点検を行い、疑義がある場合は調査員に確認し、

必要に応じて指導を行います。 

要介護認定審査については、全国や県内市町との比較検討をし平準化に

努めます。 
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（２）ケアマネジメント等の適正化 
ケアマネジャーを対象とした基礎研修やスキルアップ研修、地域包括支

援センター職員を対象とした介護予防ケアマネジメントなどに関する研修、

地域ケア個別会議の実施などによりケアマネジメントの質の更なる向上に

努めます。 

また、地域密着型サービス事業所や居宅介護支援事業所のケアマネジャ

ーに対し、利用者個人の「自立支援」に資する適切なケアプランになって

いるかを確認するため、点検と指導を行います。 

 

（３）住宅改修等の点検 
住宅改修等が利用者のニーズに対して適切に給付されているかを申請時

にケアマネジャー等と面談する中で点検し、適正化に努めます。 

住宅改修施工前の点検の際には、改修費が高額と考えられるもの、改修

規模が大きく複雑であるもの、提出書類や写真からは現状が分かりにくい

ケース等に特に留意しながら、必要に応じ、リハビリテーション専門職種

等の助言を求め適切な改修となるよう指導します。 

 

（４）医療情報との突合・縦覧点検 
国保連と連携し、医療情報との突合や複数の請求明細書の確認（縦覧点

検）など、介護保険の請求内容を点検や分析を行い、適宜事業所へ確認し

ます。 

 

（５）介護給付費通知 
 利用した介護保険サービスの内容と料金が確認できる介護給付費通知を

行います。また、介護給付費通知の記載項目や説明文をより分かりやすく

表記し、適正なサービス利用について意識啓発を図ります。 

 

《介護給付適正化事業の目標実施率》  

項  目 

実績 

(見込) 
目  標 

R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

(1)要介護認定の適正化 

(認定調査状況チェック) 

点検数／調査数 
100％ 100％ 100％ 100％ 

(2)ケアプランの点検 点検事業所数／事業所数 100％ 100％ 100％ 100％ 

(3)住宅改修等の点検      

 住宅改修の点検 点検数／改修件数 100％ 100％ 100％ 100％ 

 福祉用具の点検 点検数／購入件数 100％ 100％ 100％ 100％ 
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(4)医療情報との突合・縦覧点検      

 医療情報との突合 確認数／出力件数 100％ 100％ 100％ 100％ 

 縦覧点検 点検数／帳票数 100％ 100％ 100％ 100％ 

(5)介護給付費通知 対象月数／12 ヶ月 100％ 100％ 100％ 100％ 

 

 

《特に重点的に取り組む適正化事業の目標》 

項 目 
縦覧点検・医療情報と

の突合 
ケアプランの点検 

給付実績データの活

用 

令和 3

年度 

・訪問回数の多いケア

プランの点検 

・市内の居宅介護支援事業所

の介護支援専門員についてケ

アプラン点検実施未経験者を

対象に点検を実施 

・主任ケアマネ又は事業所管

理者にも点検実施協力者とし

て同席を求める。 

・認定調査状況と利

用サービス不一致一

覧表の点検 

・全体総括表の確認 

令和 4

年度 

・令和 3 年度と同じ 

・検証したプラン対象

者 の 次 回 サ ー ビ ス 担

当 者 会 議 へ 参 加 及 び

指導、助言 

・令和 3 年度と同じ 

・地域密着型サービス事業所

のケアプランの点検 

・ケアプラン点検により指摘

の多かった事業所について実

地指導と連携し効果を把握 

・令和 3 年度と同じ 

・全体総括表から事

業所の傾向把握 

令和 5

年度 
・令和 4 年度と同じ ・令和 4 年度と同じ ・令和 4 年度と同じ 

 

（６）その他の適正化事業・取組み 
地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所に対し、法令等を遵

守したサービスが提供されているか確認するため、実施指導や集団指導を

行います。また、苦情等の適切な把握及び分析を行い、事業者に対する指

導監査を実施します。 

介護相談員が活動した際に記録した利用者の声等を介護サービス事業者

に提供し、サービスの質の向上に努めます。 

 

２ 計画の推進体制    

本計画は、高齢者を取り巻く医療・福祉・介護・保健に関連するさまざま

な事業の推進のほか、社会参加や生きがいづくり、まちづくりの各分野にお

ける取組みまでを含むものです。 
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これらの事業の推進にあたっては、行政のみならず、市民、社会福祉協議

会、自治振興会、シニアクラブ、民生委員・児童委員、事業者等関係機関が

それぞれの役割を担い、連携のもとに協働して取り組む必要があります。 

 

（１）推進体制 

本計画の実施にあたっては、計画の進捗状況や評価、サービスの利用の

状況などを検討し、併せて、市民の意見を反映するために運営協議会にお

いて本計画の進行管理を行います。 

 

（２）計画の点検 

この計画の的確な進行管理を行うため、毎年度、要介護・要支援認定者、

総合事業対象者の状況やサービスの利用状況、サービスの供給状況および

評価指標について、本計画の点検を行います。 

 

（３）計画の周知 

本計画を市民や事業者・関係機関などに広く周知するために、出前講座

等による説明会の開催や各種サービスに関するパンフレットを作成すると

共に、市のホームページや広報などを、積極的に活用します。 

また、介護保険制度について理解が深まるように、制度の目的や理念、

意義などについて、広く啓発していきます。 
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１ 越前市の地区別高齢化率 

                          令和２年４月１日現在 

地区 
高齢化率 

※１ 
全人口 

６５歳 

以上 

７５歳 

以上 
※2 

６０歳 

以上 

一人暮

らし 

全世帯

数 

東 36.68% 5,098 1,870 1,119 2,191 505 2,296 

西 28.89% 7,863 2,272 1,246 2,723 485 3,441 

南 27.16% 9,662 2,624 1,401 3,171 494 3,918 

神山 27.82% 3,347 931 411 1,115 147 1,190 

吉野 25.03% 8,101 2,028 1017 2,455 333 2,994 

国高 24.62% 11,415 2,810 1,436 3,412 442 4,300 

大虫 23.60% 5,963 1,407 683 1,780 175 2,228 

坂口 40.39% 406 164 91 195 26 137 

王子保 28.64% 5,747 1,646 794 2,027 289 2,101 

北新庄 27.67% 2,761 764 382 956 76 845 

北日野 26.30% 4,395 1,156 571 1,436 166 1,554 

味真野 31.24% 4,609 1,440 762 1,758 221 1,568 

白山 40.18% 1,573 632 350 767 69 534 

粟田部 31.62% 3,488 1,103 627 1,327 137 1,199 

岡本 35.09% 3,081 1,081 591 1,298 133 983 

南中山 34.91% 3,065 1,070 545 1,308 107 937 

服間 40.64% 1,789 727 413 862 122 604 

計 28.81% 82,363 23,725 12,439 28,781 3,927 30,829 

男 25.62% 40,561 10,391 4,932 12,912 1,284  

女 31.90% 41,802 13,334 7,507 15,869 2,643  

※1 65 歳以上の人口が全人口に占める割合。 

※2 後期高齢者 
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２ 越前市介護保険運営協議会委員名簿 

 

区分 氏   名 所 属 及 び 職 名 

被
保
険
者 

  福島 宏 越前市自治連合会 会長 

  嵐  等 越前市いきいきシニアクラブ連合会 理事 

山本 彦三 
いきいきふれあいのつどい 文京一丁目 文寿会 

代表 

   五十嵐 靖子 今立ファミリーサポートひなたぼっこ代表 

    村上 和子 一般公募 

学
識
経
験
者 

 ◎ 伊藤 達彦 県立すこやかシルバー病院 医師 

〇 福田 修治 越前市社会福祉協議会 会長 

    野尻 健一郎 武生医師会 理事 

    姉崎 孝三 県丹南健康福祉センター武生福祉保健部 部長 

    小堀 久美子 越前市民生委員児童委員協議会連合会 理事 

事
業
従
事
者 

    三田村 清美 (福) わかたけ共済部 第２和上苑 管理者 

    松井 一人 (有) ほっとリハビリシステムズ 代表取締役 

    水谷 優子 
（福）町屋福祉会 小規模多機能型居宅介護事業所お

いで家 施設長 

    長谷川 美祐紀 (医）池慶会 しくらケアプランテーション 管理者 

    佐々木 麻美 
福井県民生協 県民せいきょう 丹南きらめき 総括

施設長 

     ◎ 会長  ○副会長                      （敬称略） 

                                                 令和２年６月１日現在  
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３ 計画の策定経過 

 

日 程 行 事 等 実 施 内 容  

令和元年１２月～令和

２年３月 

日常生活圏域ニーズ調査及

び在宅介護実態調査の実施 

・調査票の発送、回収  

・分析・評価 

令和２年５月～６月 

介護サービス事業者及び介

護支援専門員アンケートの

実施 

・調査票の発送、回収 

令和２年６月３日 
令和２年度第１回介護保険

運営協議会 

・第 8 期計画策定について 

・ニーズ調査等結果の報告 

・第 7 期計画の検証について 

令和２年６月２５日 
第１回計画策定ワーキンググ

ループ会議 
・第７期計画の取組みと課題について 

令和２年８月２１日 
第２回計画策定ワーキンググ

ループ会議 
・第 7 期計画の取組みと課題について 

令和２年９月１８日 
令和２年度第２回介護保険

運営協議会 

・第 8 期計画の体系（案）および施策(案)

について 

・介護保険サービス事業者アンケートに

ついて 

令和２年１０月２３日 
第３回計画策定ワーキンググ

ループ会議（書面） 

・第８期計画の体系について（基本理念、

基本政策、施策等） 

令和２年１１月９日 
令和２年度第３回介護保険

運営協議会 

・第８期越前市高齢者福祉保健計画・介

護保険事業計画（素案）について 

令和２年 12 月１５日 

～令和３年１月７日 
パブリック・コメント 

市広報及びホームページ等に掲載し、パ

ブリック・コメントを実施 

意見件数  １ 件 

令和３年１月２１日 
第４回計画策定ワーキンググ

ループ会議（書面） 
・第８期計画の（案）について 

令和３年１月２５日 
令和２年度第４回介護保険

運営協議会 

・パブリック・コメント結果について 

・第８期越前市高齢者福祉保健計画・介

護保険事業計画（案）について 

令和３年１月２９日 計画案を市長へ報告 ・市長へ報告 

令和３年３月２３日 庁議・部長会議 ・第８期計画の決定 
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【あ行】 

いきいき運動
うんどう

広場
ひろば

 

 身体機能の維持・向上や生活習慣病の予防・改善

のために、自主的に運動をしたい市民の方に、健康

運動指導士による体操指導や、保健師による健康相

談を実施しています。 
（一般介護予防事業の１事業、週１回の通いの場） 
 

いきいきシニアクラブ連合会
れんごうかい

（シニアクラブ） 

 60歳以上の方が入会でき、元気な高齢者が健康寿

命を延ばし、生きがいのある生活の実現を目指して、

仲間や地域の高齢者とともに継続的な健康活動に取

り組む団体です。 
 

いきいきふれあいのつどい（いきいきサロン） 

高齢者の方が、町内単位で自主的に集まり、活動

的で生きがいのある生活を送ることができるよう、

創作活動や介護予防体操、ゲーム、講話等の活動を

行っています。 

（一般介護予防事業の１事業、通いの場） 
 

  

一般
いっぱん

介護
かいご

予防
よぼう

事業
じぎょう

 

６５歳以上の方全員を対象に、元気でいきいきと

生活し、要介護状態にならないようにするための教

室等を実施します。 
 

ＳＤＧｓ
エスディージーズ

 

「持続可能な開発目標」と訳され、２０１５年９月

の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

めの２０３０アジェンダ」にて記載された２０１６

年から２０３０年までの国際目標です。 
 

【か行】 

介護
かいご

医療院
いりょういん

 

 介護が必要な人に、長期療養のための医療と日常

生活の介護を一体的に提供する施設です。 

 

介護
かいご

給付
きゅうふ

 

 介護が必要と認められた人に給付される介護保険 

 

 

 

 

 

の保険給付です。対象となる人は、要介護１～要介 

護５の方です。 

 

介護
かいご

相談員
そうだんいん

 

介護サービス利用者の不満、不安の解消と介護サ

ービス提供事業者のサービスの質的向上を目指して、

介護保険施設等を訪問して利用者の話を聞き、相談

に応じるなど利用者と事業者の間の橋渡し役を果た

しています。 

  

介護保険
かいごほけん

運営
うんえい

協議会
きょうぎかい

 

 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施に

ついて、市民の意見を十分に反映させるため越前市

介護保険条例に基づいて設置されている組織です。

市民及び介護に関する学識経験者並びに介護サービ

スに関する事業に従事する人など１５人で構成され

ます。 

 

介護
かいご

予防
よぼう

 

「要介護状態になることを、できる限り防ぐ（遅

らせる）こと」と「現在すでに要介護状態の場合は、

状態がそれ以上悪化しないようにする（改善を図る）

こと」をさします。 
 

介護
かいご

予防
よぼう

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
しえん

総合
そうごう

事業
じぎょう

（総合
そうごう

事業
じぎょう

） 

「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介

護予防事業」の２つからなり、高齢者が安心して日

常生活を送れるよう地域の実情に応じたサービスを

提供する事業です。 
 

介護
かいご

療養型
りょうようがた

医療
いりょう

施設
しせつ

（療養
りょうよう

病 床
びょうしょう

） 

 急性期の治療が終わり、長期にわたり療養が必要

な人が対象の施設です。介護体制の整った医療施設

で、医療や看護を受けられます。令和６年３月末ま

でに介護医療院へ移行します。 

 

介護
かいご

老人
ろうじん

福祉
ふくし

施設
しせつ

（特別
とくべつ

養護
ようご

老人
ろうじん

ホーム） 

身体上または精神上著しい障がいがあるために常

４ 用語解説 

 



 ５

時の介護を必要とする方であって、居宅において適

切な介護を受けることが困難な方が入所する施設で

す。設置主体は地方公共団体や社会福祉法人です。 
 

介護
かいご

老人
ろうじん

保健
ほけん

施設
しせつ

（老人
ろうじん

保健
ほけん

施設
しせつ

） 

介護を必要とする高齢者に、リハビリを中心とし

た医療サービスと日常生活の介護サービスを提供す

ることによって、在宅生活への復帰を支援する施設

です。 
 

家族
かぞく

介護者
かいごしゃ

交流
こうりゅう

事業
じぎょう

 

 在宅における家族介護者の介護負担の軽減、介護

者の交流を図ることを目的としてリフレッシュする

機会を設定し家族介護者を支える事業です。 

 

家族
かぞく

やすらぎ支援
しえん

事業
じぎょう

・家族
かぞく

やすらぎ支援員
しえんいん

 

認知症高齢者を介護している家族の介護負担軽減

と、日常生活に必要な外出や休息の時間を確保する

ために、一定の研修を修了した者（支援員）が訪問

し、家族に代わって見守りや話し相手となる事業で

す。 
 

看護
かんご

小規模
しょうきぼ

多機能型
たきのうがた

居宅
きょたく

介護
かいご

 

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ

て柔軟に対応するサービスです。 

 

共生型
きょうせいがた

サービス 

高齢者、障がい児（者）などの多様な利用者に対

して、同一の事業所で一体的に提供するサービスで

す。 
 

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そうち

貸与
たいよ

事業
じぎょう

 

虚弱な一人暮らし高齢者を対象に緊急時に通報す

ることと、病気の発作や転倒などで身動きできなく

なった際に人感センサーにより自動的に緊急連絡す

る装置を貸与する事業です。 
 

ケアハウス（軽費
けいひ

老人
ろうじん

ホーム） 

 自炊ができない程度の身体機能の低下や高齢等の

ため独立して生活するには不安がある６０歳以上の

人が、低額な料金で入所でき、日常生活上必要な支

援を受けることができる施設です。 

ケアプラン 

 要介護等認定者が自立して生活できるよう介護保

険サービスやその他のサービスをどのように利用す

るか、いろいろな視点から総合的に判断して決める

介護サービス計画書のことです。 

 

ケアマネジメント 

 高齢者が自らの意志に基づいて、利用するサービ

スを選択し、決定することを基本とした上で、保険・

医療・福祉の専門家が連携し身近な地域で支援して

いくという考え方（高齢者の自立支援）に立って進

められる介護サービスの利用の仕組みのことです。

この仕組みは、高齢者の依頼に基づき、介護支援専

門員を中心とした専門家チームが、高齢者やその家

族の相談に応じ、そのニーズを把握した上で、介護

サービス計画書「ケアプラン」を作成し、サービス

提供事業者との連絡調整を行って、利用者本位の適

正なサービス利用につなげていくことが中心となり

ます。 

 

ケアマネジャー（介護
かいご

支援
しえん

専門員
せんもんいん

） 

ケアプランの作成や給付管理などを行い、利用者

のケアマネジメントを行う人です。 

 

健康
けんこう

21計画
けいかく

 

市民の生涯を通しての生活習慣病の予防、健康寿

命の延伸、健康づくりを支援する社会環境等の整

備を目標に策定された計画です。 
 

権利
けんり

擁護
ようご

 

自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高

齢者や認知症の高齢者、障がい者の権利やニーズ表

明を支援し代弁することです。 
 

後期
こうき

高齢者
こうれいしゃ

 

 ７５歳以上の高齢者のことをいいます。 

 

口腔
こうくう

機能
きのう

向上
こうじょう

事業
じぎょう

 

 ６５歳以上の口腔機能が低下しているおそれが

ある高齢者に口腔清掃の自立支援、摂食及び嚥下

機能等の向上支援等を実施する事業です。 

 

 

 



 ６

高齢化率
こうれいかりつ

 

 総人口に占める６５歳以上の人口の割合のことを

いいます。 

 

高齢者
こうれいしゃ

生活
せいかつ

支援
しえん

サービス地域
ちいき

ニーズ調査
ちょうさ

 

65歳以上の高齢者全員（５歳刻み）の方を対象に、

地域の高齢者の実態を把握するとともに、もの忘れ

に関する検診を含め予防事業対象者の把握のための

調査を行っています。 
 

【さ行】 

財政
ざいせい

安定化
あんていか

基金
ききん

 

 市町の介護保険財政の安定化を図り、一般会計か

ら繰入を回避することを目的として、国・県・市町

村が各々３分の１ずつ拠出して、県に設置される基

金です。市町の拠出金は第１号被保険者の保険料が 

財源となっています。 

 具体的には、３年間の事業運営期間を通じて保険

料収納が不足し、財源不足が生じた場合、保険料収

納不足額等の２分の１が交付金として交付されます。

また、給付費が見込みを上回るなどにより、財政収

支の不均衡が生じた場合、その不足額について資金

の貸付けを受けられます。貸付を受けた場合は、次

の事業運営期間において、保険料財源により基金に

対して分割償還することになります。 

 

在宅
ざいたく

医療
いりょう

コーディネート事業
じぎょう

 

 武生医師会と連携し、地域包括支援センターを介

しての在宅医療における主治医等の確保にかかる支

援事業です。 

 

在宅
ざいたく

介護
かいご

実態
じったい

調査
ちょうさ

 

要介護者の在宅生活の継続や介護者の就労の継続

に有効な介護サービスのあり方を検討するための調

査です。 
 

サービス付
つ

き高齢者
こうれいしゃ

向
む

け住宅
じゅうたく

（サ高住） 

日常生活や介護に不安を抱く「一人暮らし高齢

者・高齢者夫婦世帯」が、住み慣れた地域で、安心

して暮らすことが可能になるよう、安否確認や生活

相談のサービスが受けられる高齢者専用住宅です。 
 

 

市民
しみん

バス「のろっさ」や「福祉
ふくし

バス制度
せいど

」 

市民バス「のろっさ」は市が運営するコミュニテ

ィバスのことです。 
「福祉バス」は、路線ごとに決められた曜日に福井

鉄道が運行する路線バスを１回１００円で利用でき

る制度です。 
 

小規模
しょうきぼ

多機能型
たきのうがた

居宅
きょたく

介護
かいご

 

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に

応じて随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提

供するサービスです。 

 

自立
じりつ

支援
しえん

 

 介護保険制度の基本理念です。高齢者が自らの意

思に基づき、自らの有する能力を最大限活かして、

自立した質の高い生活を送ることができるように支

援することです。 

 

生活
せいかつ

機能
きのう

 

 人が生きていくための機能全体のことで、心身機

能だけでなく、日常生活動作や家事、職業能力や家

庭や社会での役割のことです。 

 

生活
せいかつ

支援
しえん

サービス 

配食や家事援助、外出支援や安否確認など、高齢

者等が住み慣れた地域で自立した生活を送るための

サービスのことです。 

 

生活
せいかつ

支援
しえん

ハウス事業
じぎょう

 

独立して生活することに不安がある高齢者が一時

的に福祉施設へ入居し、在宅で自立した生活ができ

るように支援する事業です。 
 

生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

 

疾病の発症にはさまざまな要因が関係しています

が、そのうち生活習慣は、がん・脳卒中・心臓病な

どの発症・進行に深く関わっている事が明らかにな

ってきています。このため「一次予防」を重視する

観点から「生活習慣病」という新たな概念を導入し、

生活習慣の改善を進めることとしています。 
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成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

 

 認知症高齢者や知的障がい、精神障がいのあるな

ど判断能力の十分でない方が自立して生活できるよ

うに、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所な

どの生活について配慮すること)についての契約や

遺産分割などの法律行為について、支援していく制

度です。 

 

成年
せいねん

後見人
こうけんにん

 

認知症や知的・精神障がいなどで判断能力の十分

でない方を保護するため、平成１２年度から始まり

ました。家族や弁護士らの申し立てを受け、家庭裁

判所が成年後見人を決定し、成年後見人が本人に代

わって契約や財産管理などを行います。 
 

前期
ぜんき

高齢者
こうれいしゃ

 

 ６５～７４歳の高齢者のことをいいます。 

 

【た行】 

第
だい

1号被
ごうひ

保険者
ほけんしゃ

 

６５歳以上の人のことをいいます。介護保険法第

９条第１号に規定されていることから、このように

呼ばれています。 

 

第
だい

２号被
ごうひ

保険者
ほけんしゃ

 

 ４０～６４歳までの健康保険などの公的な医療保

険に加入している人のことをいいます。介護保険法

第９条第２号に規定されていることから、このよう

に呼ばれています。 

 

第１層
だい そう

協議体
きょうぎたい

（市） 

市全体を対象区域とし、市が主体となって地域支

え合い推進員と住民自治組織や、民生委員、ＮＰＯ

法人、介護事業所、ボランティア、商工会などの生

活支援等サービスの多様な提供主体が参加し定期的

な情報共有・連携の強化の場です。多様な主体間の

情報共有・連携強化を図ることができ、連携・共同

による体制整備を推進しています。 

 

第２層
だい そう

協議体
きょうぎたい

（地区） 

地区自治振興会が主体となって地区の支え合い推

進員を中心に、地域の実情に応じた生活支援サービ

ス等の提供団体が参加する協議の場です。地区内の

生活支援サービスなどの現状把握、課題の解決に向

けた連携・協働による体制整備を推進しています。 

 

多世帯
た せ た い

同居
どうきょ

・近
きん

居
きょ

住まい
す

推進
すいしん

事業
じぎょう

 

 世帯が一つ以上増えるために、自ら居住する住宅

をリフォームする人にリフォーム費用の一部を補助

する事業（多世帯同居住まい推進事業）や、直系尊

属又は卑属の居住する住宅の近くに住宅を取得する

場合の建築・取得費用の一部を補助する事業（多世

帯近居住まい推進事業）のことです。 

 

多職種
たしょくしゅ

連携
れんけい

会議
かいぎ

（顔
かお

の見える
み

多職種
たしょくしゅ

連携
れんけい

会議
かいぎ

） 

 住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、

在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療関

係者、介護事業関係者が顔の見える関係づくりを構

築しながら、医療と介護の連携や支援について検討

する会議です。 
 

地域
ちいき

共生
きょうせい

社会
しゃかい

 

 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、住民一人ひとりの暮ら

しと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指

すものです。 

 

地域
ちいき

ケア会議
かいぎ

 

 高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える

社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケ

アシステムの実現に向けた手法です。越前市では、

地域ケア個別会議、地域ケア推進会議、地域におけ

る地域ケア会議などを、行政や医療関係者、介護事

業者や児童民生委員などと開催しています。 

 

地域
ちいき

支え合い
さ さ え あ い

推進員
すいしんいん

 

 要支援高齢者等の生活支援の担い手となるボラン

ティアの育成やサービス提供団体のネットワーキン

グ、地域資源の開拓など、多様な主体による多様な取

組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進

しています。（全国的には、「生活支援コーディネー

ター」、略称「ＳＣ」と呼ばれています。） 
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地域
ちいき

支援
しえん

事業
じぎょう

 

 介護保険制度において、被保険者が要介護状態及

び要支援状態となることを予防するとともに、要介

護状態となった場合においても、可能な限り、地域

において自立した日常生活を営むことができるよう

支援するため、市町村が行う事業のことです。  
 

地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有す

る能力に応じて自立した日常生活を営むことができ

るよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立し

た日常生活の支援が包括的に確保される体制のこと

です。 

 

地域
ちいき

包括
ほうかつ

支援
しえん

センター 

 高齢者が住み慣れた地域で、その人らしくいきい

きとした生活を続けていけるように、保健・福祉・

医療が連携し様々な資源を使って、高齢者の自立し

た生活を支援する中核の相談機関です。 

 

地域
ちいき

密着型
みっちゃくがた

介護
かいご

老人
ろうじん

福祉
ふくし

施設
しせつ

 

地域密着型サービスの一つで、定員が２９名以下

という小規模な特別養護老人ホームです。 

 原則として施設が所在する市町村に居住する要介

護者を対象として、入浴、排泄、食事などの介護、

機能訓練、健康管理などを提供します。 

 

地域
ちいき

密着型
みっちゃくがた

サービス 

 住み慣れた地域での生活が継続できるよう創設さ

れたサービスです。 

 市町村が事業者の指定や監督を行います。施設な

どの規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細か

く応えることができます。事業者が所在する市町村

に居住する者が利用対象者となっています。 

 

定期
ていき

巡回
じゅんかい

・随時
ずいじ

対応型
たいおうがた

訪問
ほうもん

介護
かいご

看護
かんご

 

 日中や夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携

して定期的な巡回や緊急時など随時訪問するサービ

スです。 

 

特定健康診査
とくていけんこうしんさ

 

４０～７４歳の保険加入者を対象として、糖尿病

や高脂血症、高尿酸血症などの生活習慣病の発症や

重症化を予防することを目的として行われる健診で

す。 
 

特定
とくてい

施設
しせつ

入居者
にゅうきょしゃ

生活
せいかつ

介護
かいご

 

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老

人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向

け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・

排泄・食事などの介護、その他必要な日常生活上の

支援を行うことをいいます。 

 

特定
とくてい

入所者
にゅうしょしゃ

介護
かいご

（予防
よぼう

）サービス費
ひ

 

 介護保険施設などの入所者の居住費や食費の自己

負担に対して、低所得者の負担軽減のため、所得段

階に応じて介護保険から支給されます。 

 

特定
とくてい

福祉
ふくし

用具
ようぐ

 

 介護保険制度における福祉用具のうち、入浴や排

泄などに使用するもののことです。購入した際に、

利用者の負担割合に応じて費用が支給されます。 
 

特定
とくてい

保健
ほけん

指導
しどう

 

特定保健指導対象者が自分の健康状態を自覚し、

生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的

にサポートすることです。 
 

【な行】 

日常
にちじょう

生活圏域
せいかつけんいき

 

高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受け

ながら生活を継続できるように、地理的条件・人口・

交通事情その他の社会的条件、介護給付対象サービ

スを提供するための施設の整備状況などを総合的に

勘案し、地域の特性に応じて市を区分したものです。

当市では６圏域に区分されます。 
 

日常
にちじょう

生活圏域
せいかつけんいき

ニーズ調査
ちょうさ

 

日常生活圏域ごとに高齢者の生活実態調査を実

施・分析することにより、介護保険事業計画の作成

に必要な客観的基礎データの整備と個人ごとに対し

ては日常生活上のアドバイス票を作成してフィード

バックすることにより介護予防への普及啓発を目標

とした調査です。 
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日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じりつ

支援
しえん

事業
じぎょう

 

認知症や知的・精神障がいなどで判断能力が十分

でない方が地域において自立した生活が送れるよう、

利用者との契約に基づき福祉サービスの利用援助な

どを行うものです。 

 

認知症
にんちしょう

カフェ 

認知症の方とその家族、地域住民の方など誰でも

参加できる集いの場のことです。 

 

認知症
にんちしょう

ケアパス 

 認知症の方とその家族が、地域の中で本来の生活

を営むために、認知症の方と家族及び地域・医療・

介護の人々が目標を共有し、それを達成するための

連携の仕組みのことです。 

 

認知症
にんちしょう

サポーター 

 認知症を理解し、認知症の方や家族を地域で見守

る「応援者」で、養成講座を受講することで、サポ

ーターとなります。 

 

認知症
にんちしょう

初期
しょき

集 中
しゅうちゅう

支援
しえん

チーム 

 認知症やその家族に対して、認知症かどうか診断

したり、適切な医療サービスや介護サービスを紹介

したりするために、チーム員が自宅に訪問して一定

期間集中的に支援します。 

 

認知症
にんちしょう

対応型
たいおうがた

共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
かいご

（グループホーム） 

共同生活を営むことができる認知症のある要介護

（要支援）認定者に、９人程度で共同生活をしなが

ら、食事、入浴などの日常生活支援や機能訓練など

を提供するサービスです。 

 

認知症
にんちしょう

対応
たいおう

型通所
がたつうしょ

介護
かいご

 

認知症のある要介護（要支援）認定者を対象に、

専門的なケアを提供するサービスです。 

 

認知症
にんちしょう

地域
ちいき

支援
しえん

推進員
すいしんいん

 

認知症になっても住み慣れた環境で暮らし続ける

ことができるように認知症の方やその家族等をサポ

ートする人です。 

認知症
にんちしょう

の周辺
しゅうへん

症 状
しょうじょう

（ＢＰＳＤ） 

 認知症に伴う徘徊や妄想・攻撃的行動・不潔行為・

異食などの行動・心理症状のことで、「問題行動」や

「周辺症状」とも呼ばれ、記憶の障害・見当識障害・

判断力の障害・実行機能の障害などの「中核症状」

とは区別されます。特徴としては、軽症から中等症

に進行するに従い頻繁に出現するようになり、急速

に生活の質の低下を招き、介護負担が増大します。 

 

徘徊
はいかい

高齢者
こうれいしゃ

等
とう

ＳＯＳネットワーク 

 認知症で徘徊し行方不明となった方をいち早く発

見するためのネットワークです。警察・市役所・消

防署・公共交通機関などで構成されています。 

 

【は行】 

パブリック・コメント 
市などの公的な機関が規則あるいは命令などの類

のものを制定しようとするときに、広く公に、意見・

情報・改善案などを求める手続きをいいます。 
 

避難
ひなん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

 

高齢者や障がいのある人など、災害時に安全な場

所へ避難するために人的な支援が必要な人です。 

 

フレイル 

 加齢により心身の活力（筋力、認知機能、社会と

のつながり等）が低下した、健康と要介護の間の状

態をいいます。「虚弱」を意味する英語「frailty」

を語源として作られた言葉です。 

 

包括的
ほうかつてき

支援
しえん

事業
じぎょう

 

地域の高齢者のケアマネジメントを総合的に行う

ために、介護予防ケアマネジメント、総合相談や支

援、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメン

トなどを実施しています。これらの業務は地域包括

支援センターが実施します。 
 

【ま行】 

もの忘れ
わすれ

検診
けんしん

 

認知症の早期発見・早期治療のため、６５歳以上

の高齢者全員（５歳刻み）を対象に実施しています。

調査票は「高齢者生活支援サービス地域ニーズ調査」

として郵送し、回答いただいた方に結果表をお送り

しています。 
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【や行】 

 

ユニット 

特別養護老人ホームや介護保険施設などの入所施

設で、居室をいくつかのグループに分け、それぞれ

にリビングルームなどを設け、一つの生活単位（ユ

ニット）として整備することで、少人数の家庭的な

雰囲気でケアを行うことを目的としています。この

介護方法をユニットケアといいます。 

 

予防
よぼう

給付
きゅうふ

 

 支援が必要と認められた人に給付される介護保険

の保険給付です。対象となる人は、要支援１及び要

支援２の方です。 

 

【ら行】 

老人
ろうじん

家庭
かてい

相談員
そうだんいん

 

 市の全てのシニアクラブに置かれている役職の一

つ。寝たきりや一人暮らし高齢者の家庭を常時訪問

し、生活意欲向上を促し、各種相談、指導、助言を

行うほか、施設入所や在宅福祉サービスを要する高

齢者については関連機関に連絡、相談を行っていま

す。 

 


