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第４章 施策の展開 

１ ふれあいがあり人にやさしいまち 

（１）高齢者の生きがい対策の推進・社会参加の促進 

①福祉カード交付事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・高齢者が公共施設等を利用することにより、社会的視野を広めるとともに高齢

者に生きがいを与えることを目的とし、顔写真入りの証明カードを発行します。

また、このカードを提示することにより一部の公共施設で入場料等の割引制度

を受けることができ、裏面に緊急連絡先やかかりつけ医などの情報を記入する

こともできます。 

※対象者：65歳以上の高齢者（顔写真が必要） 

 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・65歳以上人口の増加に伴い、交付者数も安定的に推移しています。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

延べ交付者数（件） 3,270 3,364 3,450 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・簡易的な身分証明証としての役割や施設の利用料金等の割引メリット等を周知

し、制度がより浸透していくように啓発を図ります。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延べ交付者数（件） 3,500 3,550 3,600 

 

②老人無料入浴制度事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・福祉カードの交付を受けた方からの申請により、無料入浴利用券を発行します。

公衆浴場の利用料を月に２回無料とすることで、高齢者の利用を促進し、コミ

ュニケーションを図るとともに、健康の増進及び福祉の向上を目的としていま

す。 
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※対象者：65歳以上の高齢者 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用施設が限られていますが、安定的に利用者数は推移しています。 

※平成 29年度は１施設休業 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

延べ利用者数合計（人） 10,752  10,342  3,670  
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・引き続き高齢者の交流の場としての利用促進を図ります。 

【計画値】 

 

③金婚祝い 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・結婚 50年を迎える夫婦に対し、敬老会で祝品等の贈呈を行い、結婚 50周年を

お祝いします。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・毎年度同組程度となっており、安定的に参加者数は推移しています。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

贈呈数（組） 34 41 29 
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・敬老会と同時開催し、記念品の贈呈や記念撮影を行い、市民の敬老精神の高揚

を引き続き図ります。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

贈呈数（組） 60 60 60 

 

④敬老金支給事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・多年にわたり社会の進展に貢献してきた数え 88歳の方に、1万円の敬老金を支

給して感謝の意を表するととともに、その長寿をお祝いします。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延べ利用者数（人） 3,670 3,670 3,670 



第４章 施策の展開 

 

 

69 

 
■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・毎年度同数程度の受給対象者数で推移しています。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

支給人員（人） 255  250  278  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・高齢化に伴い、受給対象者は増加していくことが見込まれており、引き続き事

業を継続します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

支給人員（人） 311  286 289 

 

⑤長寿記念祝金等支給事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・多年にわたり社会の進展に貢献してきた満 100歳到達者に 5万円の祝金等を支

給し、家族の労を労い、市民の敬老精神の高揚を図ります。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・支給件数はほぼ横ばいです。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

支給者数（人） 11 8 8  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・受給対象者への事業を継続します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

支給者数（人） 16  9 9 
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⑥老人クラブ活動費の補助 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・高齢者の知識や経験を生かし、生きがい、健康づくりのための多様な社会活動

を行い、老後の生活を豊かにするとともに明るい長寿社会づくりに資するため、

老人クラブ及び老人クラブ連合会に対して補助を行います。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・高齢者は増加傾向にありますが、会員数は少しずつ減少しています。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

クラブ数（クラブ） 37  50  45  

会員数 

男（人） 2,002  1,972  1,950  

女（人） 2,837  2,703  2,607  

合計（人） 4,839  4,675  4,557  

補助額（千円） 9,438  9,438  9,438  

市への県費補助金（千円） 918  774  638  
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・明るい長寿社会づくりに資するため、老人クラブ活動費及び老人クラブ連合会

活動費の補助を継続します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

クラブ数（クラブ） 45 46 46 

会員数 

男（人） 1,971 1,992 2,014 

女（人） 2,636 2,664 2,692 

合計（人） 4,607 4,656 4,706 

補助額（千円） 9,438 9,438 9,438 

市への県費補助金（千円） 645 652 659 
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（２）高齢者の就労促進 

①シルバー人材センターへの補助 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・シルバー人材センター運営を通じて、高齢者の方の就労や社会参加の機会提供

に取り組んでいます。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・シルバー人材センターの運営費及び事業費に対して補助を行っています。 

・会員数はほぼ横ばいです。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

会員数（人） 434  431  440  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・高齢者の雇用確保や地域貢献に資するため、シルバー人材センターと協力して

会員確保へ向けた対策を進め、就労促進を図ります。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

会員数（人） 445 450 454 

 

 

（３）高齢者の見守り・地域支え合いの推進 

①高齢者虐待防止の取り組み 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・高齢者への虐待防止のため地域関係機関の連携強化を図るとともに、早期発見

予防のため、虐待防止の啓発活動を行います。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・定期的に虐待防止ネットワーク協議会や市民向けの講演会を開催し、          

虐待防止の啓発や養護者の介護負担を軽減することで迅速な対応を行っていま

す。 
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【実績値】 

〈高齢者虐待件数〉 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度(見込) 

相談・通報件数（件） 13   8  10  

虐待と判断した件数（件） 7  7  9  

分離を行った件数（件） 3  1  2  

〈虐待防止講演会〉 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度(見込) 

虐待防止講演会参加者数（人） 61  60  60  
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・高齢化に伴い今後も虐待対応件数の増加が見込まれるため、地域包括支援セン

ターや関係機関と連携・協力して虐待防止に努めます。 

 

②配食サービス事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・日常生活を営むのに支障があり、食事に不自由している要援護高齢者、ひとり

暮らし高齢者等に対し食事を宅配することにより、永年住み慣れた地域社会の

中で引き続き生活していくことを支援し、食生活の改善及び健康保持並びに安

否の確認を行っています。 
※対象者：ア．おおむね 65 歳以上の単身世帯 

イ．高齢者（65 歳以上）世帯 
ウ．ア、イに準ずる世帯 
エ．身体障害者 

※内 容：毎週月曜日から金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）の昼食及び夕食の宅配 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は横ばいですが、延べ配食数が増えています。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

利用者数（人） 338  323  326   

配食数合計（食） 48,189 54,985 57,886 
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・高齢化に伴い、今後利用者数が増える見込みであり、高齢者の安否確認として

効果的な施策であることから引き続き事業を推進します。 
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【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数（人） 356  388  423  

配食数合計（食） 63,096 67,596 72,096 

 

③緊急通報システム事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・ひとり暮らし高齢者等の緊急時における連絡体制を確保し、不安の解消及び救

護を行い、緊急時に、警備会社又は受信センターに通報・連絡し、万一の安全

を確保します。 
※対象者：ア．おおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者 

イ．高齢者世帯で緊急性のある病気をもつ人 
ウ．身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者 

 
■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・設置者数はほぼ横ばいです。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

設置者数（人） 242 230 235 

消防署に通報し救急車を手配
した件数（件） 

29 25 30 

通報システムに相談のあった
件数（件） 

101 129 140 

 
■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・緊急対応ツールとして機能しており、引き続き事業を推進します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

設置者数（人） 241 241 241 

 

④ひとり暮らし登録 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・65歳以上のひとり暮らし高齢者の緊急連絡先等の情報を、警察署・消防署・社

会福祉協議会・民生委員・町内会役員と共有し、日常の見守り活動や緊急時に

迅速・的確な対応ができるよう登録する制度です。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・確実に登録者数が増加しています。 
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【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

登録者数（人） 173 183 200 
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・今後も登録を促進します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

登録者数（人） 212 226 239 

 

⑤救急医療情報キット配布事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・緊急時に必要な救急医療情報を保管する「救急医療情報キット」を配布し、万

一の救急時に備えて、個人の医療情報を容易な方法で自宅に保管することによ

り、在宅において安心して生活できる環境を整備することを目的としています。 
※対象者：ア．清須市に居住し、住民基本台帳に記載されている 65歳以上のひとり暮らしの者 

イ．その他、市長が必要と認める者 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・民生委員を通じて利用を奨励し、毎年度確実に配布者が増加しています。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

配布者数（人） 125 123 130 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・緊急対応ツールとして機能しており、引き続き事業を推進します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

配布者数（人） 131 133 134 
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（４）認知症高齢者の支援体制の整備 

①認知症初期集中支援推進事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし

続けられるために、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目

的としています。 

・認知症サポート医の指導の下、複数の専門職が家族等の訴えにより認知症が疑

われる人や認知症の人及びその家族を訪問、アセスメント、家族支援等の初期

の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行います。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し

ています。 

・この事業について、事業者及び市民に啓発を行う必要があります。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

対応件数（件）  3 10 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・認知症初期集中支援チーム（清須市オレンジサポートチーム）として、地域包

括支援センター、主治医、事業所等そのケースと関わる機関と連携をとりなが

らケースの支援を行い、効果的にチームが機能するように取り組んでいきます。 

・認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう引き続き事業を推進

します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

対応件数（件） 10  10  15  
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②認知症地域支援推進員等設置事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・医療機関や介護サービス及び地域の関係機関をつなぐ支援、認知症の人やその

家族を支援する相談事業等を行う認知症地域支援推進員を配置しています。 

・認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人

とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築し、関係機関との連携を図り

ます。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・認知症地域支援推進員を配置し、嘱託医等の医療的見地からの助言を得て、認

知症の症状に応じた介護や権利擁護等のサービスの提供、総合相談を実施して

います。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

認知症に関する相談件数
（件） 
※推進員以外の者による
相談件数を含む。 

593 598 610 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・市及び地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を複数配置し、認知症の

症状に応じた介護や権利擁護等のサービスの提供、総合相談を促進します。 

・困難事例は認知症初期集中支援チームにつなぎ関係機関と調整をとり、認知症

とその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

認知症に関する相談件数
（件） 
※推進員以外の者による
相談件数を含む。 

617 626 634 

 

③認知症ケア向上推進事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・行動・心理症状等の対応困難な事例に関するアドバイスの実施、並びに家族及

び地域住民が認知症に関する知識を習得・情報交換する場の提供を行う等、認

知症ケアの向上推進を図ることを目的とします。 
 



第４章 施策の展開 

 

 

77 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・認知症の人を支える取り組みやつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負

担の軽減等を図るため、認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集う「認

知症カフェ」等を設置しています。 

・認知症ケアにおける多職種協働の重要性等を修得する認知症多職種協働研修を

実施しています。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

認知症カフェ設置数（か所） 2 2 2 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・「認知症カフェ」について認知症ケアパスや広報等で広く市民に啓発し、イベン

トにおいて単発で実施する場合も、円滑に運営できるように支援します。 

・多職種の集まる認知症キャラバン・メイト連絡会や勉強会、多職種協働の会議

等で認知症施策について啓発を図ります。 

 

④徘徊高齢者捜索メール配信事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・認知症高齢者等が徘徊等により行方不明となった場合に、家族等からの依頼に

より、その方の身体的特徴や服装等の情報を協力者や関係機関に対しメールで

配信するものです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 27年８月より事業を開始し、民生委員や見守り協定事業者を含め市民に積

極的に周知しています。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

メール登録者数（人） 114 151 200 

 

■今後の方向性--------------------------------------------------------- 

・市民へ周知し、徘徊高齢者捜索メール配信事業の協力者を拡大し充実を図りま

す。 

・また、メール配信とともに、市の同報無線でも広く市民に周知し、行方不明者

の早期発見に努めます。 
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・「愛知県認知症高齢者徘徊ＳＯＳ広域ネットワークフロー図」は次のようになっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市のメール配信の流れは次のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民へ周知し、徘徊高齢者捜索メール配信事業の協力者を拡大し充実を図りま

す。 

警察署

届出

捜索協力

依頼

認知症高齢者等が所在不明

行方不明高齢者等の
家族・施設・病院

捜索協力依頼

情報提供

愛知県

健康福祉部

高齢福祉課

（連絡窓口）

広域地域
市町村

翌日
（当日発見に至らなかった場合）

市町村

高齢者福祉主管課

（連絡窓口）

危機管理主管課

（防災無線など）

他県

（県外広域地域の市

町村）

捜索協力依頼

（情報提供）

地域包括支援センター

協力者など

市町村内の

徘徊ＳＯＳネットワーク

近隣地域市町村

高齢者福祉主管課

（連絡窓口）

危機管理主管課

（防災無線など）

捜索協力依頼

（情報提供）

地域包括支援センター

協力者など

市町村内の

徘徊ＳＯＳネットワーク

市町村

高齢者福祉主管課

（連絡窓口）

危機管理主管課

（防災無線など）

連携

近隣地域市町村

（連絡窓口）

捜索協力依頼

（情報提供）

捜索協力依頼

（情報提供）

連携

連携

警察への届出確認

※県外広域地域につ
いては、地域を指定し
て県に依頼可

※協力依頼を受けた

市町村は、当該市町

村のルールに従い

対応する。捜索協力依頼

（情報提供）

近隣地域市町村※

愛知県警本部

生活安全総務課

情報共有

連携 

認知症の人
の家族 

市役所 
高齢福祉課 

メール 
登録者 

保護 

通報 

警 察 

発見 

メール 
配信依頼 

行方不明届 

メール配信 
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⑤認知症サポーター養成講座の実施 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・認知症を正しく理解し支援する人が地域に多数存在し、認知症の人が安心して

暮らせる地域づくりを目指し、講習・グループワーク等を通じて、認知症サポ

ーターを養成します。 

※対象者：認知症を理解し、地域で支えることに関心のある市民 

 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・現況は次のとおりです。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

開催数（回） 28 16 18 

養成数（人） 1,212 807 890 

 10代（人） 437 578 600 

 20代（人） 91 37 40 

 30代（人） 96 27 30 

 40代（人） 87 35 40 

 50代（人） 86 23 30 

 60代（人） 186 27 50 

 70代以上（人） 229 80 100 

平成18年度からの累計数（人） 6,030 6,837 7,727 

小学校（校） 3 4 4 

中学校（校） 4 4 4 

 

■今後の方向性------------------------------------------------------------- 

・今後さらに認知症サポーターが増えるように養成講座を実施するとともに、様々

な場で活躍してもらえるような体制づくりに努めていきます。  
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２ 元気がでる健康なまち 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

①介護予防・生活支援サービス事業 

ア．訪問型サービス 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・要支援認定者等に対し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や、掃除、洗濯等の

日常生活上の支援を提供します。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 29年度から介護予防訪問介護相当サービスを実施しています。 

・ヘルパー等の専門職が対応しなくてもよい家事支援等軽度な生活支援サービス

のニーズが高くなることから、多様なサービスに対応できる人材の確保が必要

となります。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

利用件数（件）   9,600 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・平成 30年度からは基準を緩和したサービスを実施し、サービスの多様化を図り

ます。 

・多様なサービスを提供できるよう人材の育成・確保に努めていきます。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用件数（件） 9,719 9,814 10,028 

 

イ．通所型サービス 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・入浴、排せつ、食事の介護等の日常生活上の世話や機能訓練等を行います。ま

た、軽度の要支援認定者等が少しでも長く自宅で自立した生活が送れるよう、

短期集中型の機能訓練等に特化したサービスを提供します。 

 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 29 年度から介護予防通所介護相当サービス、基準を緩和したサービス、短

期集中サービスを開始しており、ニーズに応じて定員数を増やしていく必要があ

ります。 
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【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

利用件数（件）   22,200 

 
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・多様なサービスを利用者の状況に合わせて適切に提供できるよう、今後より一

層の拡充を図ります。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用件数（件） 22,475 22,695 23,189 

 

ウ．その他の生活支援サービス 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・要支援認定者等に対し、栄養改善を目的とした配食やひとり暮らし高齢者等へ

の見守りを提供します。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 29年度現在、未実施ですが、配食サービスやひとり暮らし高齢者のための

施策はその他の生活支援サービスの枠外で実施しています。 
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・平成 30 年度以降に地域の実情や市民のニーズに合わせて、必要なサービスの導

入を検討します。 

 

エ．介護予防ケアマネジメント 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・要支援認定者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケ

アマネジメントを行います。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 29年度から総合事業として実施しています。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

ケアマネジメント数（件）   3,120 
 



 

 

 

82 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・事業対象者や要支援認定者に対し、総合事業によるサービスを適切に提供でき

るように情報収集やアセスメント等、ケアマネジメントを継続して行います。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

ケアマネジメント数（件） 3,159 3,190 3,259 

 

②一般介護予防事業 

ア．介護予防普及啓発事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・地域活動組織等に対し、介護予防に関する知識・情報等の普及啓発を推進しま

す。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 29年度から総合事業として、官学連携による介護予防のための「清須市民

げんき大学」、大規模運動教室である「やろまいか教室」、認知症予防教室の「チ

ャレンジ教室」などの介護予防普及啓発事業を開始しました。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

事業利用者延べ数（人）   5,800 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・今後、事業の評価を行い、より効果的に事業が展開できるように検討します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

事業利用者延べ数（人） 5,863 5,926 5,989 

 

イ．地域介護予防活動支援事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・地域における介護予防を推進するため、介護予防ボランティアの育成や介護予

防に資する地域活動組織を支援します。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 29 年度から総合事業の一つである地域介護予防活動支援事業として、住民

自らの運営による介護予防教室（いこまいか教室）を開始しました。 

・市民自ら介護予防に関する意識を高められるよう啓発が必要です。 
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【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

事業利用者延べ数（人）   4,700 

介護予防活動支援団体数
（か所） 

  ８か所 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・今後、事業の評価を行い、より効果的に事業が展開できるように検討するとと

もに、地域での活動の重要性を啓発し、支援します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

事業利用者延べ数（人）  6,750  10,125  13,500  

介護予防活動支援団体数
（か所） 

10  15  20  

 

ウ．地域リハビリテーション活動支援事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケ

ア会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を推進

します。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 29年度から総合事業として、官学連携事業の一環として地域リハビリテ

ーション活動支援事業を開始しました。 

・各団体等対象者のニーズを把握する必要があります。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

事業利用者延べ数（人）   60 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・今後、対象者にニーズ調査を実施するなどして事業の評価を行い、より効果

的に事業が展開できるように検討します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

事業利用者延べ数（人） 100  120   140  
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（２）在宅医療・介護の連携 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・在宅医療・介護の連携推進業務は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢

者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができ

るよう、地域の医療・介護の関係団体が連携して、包括的かつ継続的な在宅医

療と介護を一体的に提供することを目的としています。 

・具体的には、医療・介護サービスを安心して受けられるよう、医療・介護の関

係機関・関係団体等と協力して体制整備を図っていきます。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・今後はさらなる後期高齢者の増加に伴い医療と介護が必要な在宅の要介護高齢

者等が大幅に増加することが見込まれます。そのため、在宅医療を選択できる

環境づくりを市が取り組む必要があります。 

・在宅医療患者等の診療情報について、高齢者のプライバシー保護に事業所間を

結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情

報を基に多職種連携を図り、対象者に質の高い医療・介護サービスを提供する

ことを目的に平成 27年８月からきよすレインボーネット（電子＠連絡帳）を開

始しました。 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・医療・介護のサービスが切れ目なく高齢者に提供できるように多職種の連携を

図っていきます。また、市民に在宅医療に関する知識を深められるように啓発

していきます。 

・平成 30 年度からは在宅医療サポートセンターを西名古屋医師会に委託し、在宅

医療提供体制整備の推進を図っていきます。 
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３ 安全で安心なまち 

（１）住み慣れた在宅生活への支援 

①包括的支援事業（地域支援事業） 

ア．総合相談支援 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくこと

ができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者

の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、介護保険

のサービスにとどまらず地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は

制度の利用につなげていく等の支援を行います。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・相談件数は増加傾向にあります。 

・相談内容が多種多様となり解決に困難な場合があり、関係機関との連携が必要

となります。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

総合相談件数（件） 5,258 6,069 6,100 

 
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・高齢化が進み相談件数が増加しており、引き続き地域の高齢者が住み慣れた地

域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、関係機関と

のネットワークを活用し、必要な制度の利用につなげていく等支援を行います。 

・地域共生社会の実現に向けた取り組みとして、多機関の協働による包括的支援

体制の構築に向けて関係各課と検討します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

総合相談件数（件） 6,166 6,233 6,299 
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イ．権利擁護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・高齢者が生活に様々な困難を抱えても、住み慣れた地域で尊厳のある生活を維

持し、安心して暮らすことができるよう、近隣住民、民生委員、介護支援専門

員、弁護士、司法書士等と連携を図り、専門的・継続的に支援を行います。 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・相談件数は増加傾向にあります。 

・複合的な課題を抱えた相談が増加傾向にあり、関係機関との連携が必要です。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

相談件数（延べ・件） 238 593 600 
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・高齢者が生活に様々な困難を抱えても、住み慣れた地域で尊厳のある生活を維

持し、安心して暮らすことができるよう、関係機関と連携を図り、必要な支援

を行います。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

相談件数（延べ・件） 607 613 620 

 

ウ．包括的・継続的ケアマネジメント支援 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員・主治

医・地域の関係機関等の連携並びに在宅と施設の連携等、地域において多職種相互

の協働により支援します。 

・個々の高齢者の状況や変化に応じて主任介護支援専門員が中心となり包括的か

つ継続的に支援するケアマネジメントを行い、地域における連携・協働の体制

づくりや介護支援専門員に対する支援等を行います。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・困難事例が増加していく中で、介護支援専門員の資質の向上や適切な指導が必

要になるとともに、関係機関との連携が必要です。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

介護支援専門員からの相談
対応件数（件） 

355 254 400 
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■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・高齢者に対する様々な支援が包括的・継続的に実施されるように、地域におけ

る連携・協働の体制づくりや介護支援専門員に対する支援等を行います。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護支援専門員からの相談
対応件数（件） 

420 440 460 

 

②任意事業（地域支援事業） 

ア．家族介護者交流事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・在宅で高齢者等を介護している方が、日頃の悩みを打ち明けたり、介護の知識

や技術について学んだり、情報を共有することにより、相互に交流しリフレッ

シュを図ることを目的として開催します。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・年々参加者数は、ほぼ横ばい傾向にあります。 

・介護負担を和らげるような精神的ケアを行うと同時に、介護者の離職が増加し

ないような対策が必要です。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

介護者のつどい 
開催数（回） 5 6 4 

延べ参加者数
（人） 

36 65 50 

介護者リフレッシュ事業 
延べ参加者数
（人） 

39 17 20 

介護講座 
延べ参加者数
（人） 

56 31 30 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・介護者同士の交流、情報交換、リフレッシュの機会として、介護者のつどい・

介護講座やリフレッシュ事業を開催します。 

・介護経験者をボランティアとして募集し、運営の協力とともに、経験者の立場

から、現在介護をしている方のお話を傾聴したり、アドバイスをしたりしても

らい、相談者自身が介護負担の軽減を図れるよう努めます。 
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③日常生活用具給付等事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・おおむね 65 歳以上の人で、疾病等により身体が虚弱な高齢者で日常生活に支障

があるひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活用具を給付、又は貸与することに

より、日常生活の便宜を図ります。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数はほぼ横ばい傾向にあります。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

特殊寝台（件） 7 4 5 

電磁調理器（件） 1 1 1 

自動消火器（件） 0 0 0 

合計 8 5 6 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・特殊寝台については、介護保険で対応できない場合の補完的な施策となってお

り、他の日常生活用具についても安全で安心な生活のために有用な施策である

ことから引き続き事業を推進します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

特殊寝台（件） 5 5 5 

電磁調理器（件） 1 1 1 

自動消火器（件） 0  0  0  

合計 6 6 6 

 

④介護用品支給事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・介護用品を使用している在宅寝たきり高齢者等に対して、介護用品を支給する

ことにより、その介護者の負担を軽減することを目指し、紙おむつ等の介護用

品が必要な高齢者に支給します。（病院に入院している場合も利用可能。ただし、

介護保険施設入所者を除く） 
※対象者：おおむね 65歳以上で、要介護認定において要介護３、要介護４又は要介護５で 

あると認定を受けた常時介護用品の使用が必要な人のうち、全ての世帯員が 
市町村民税を課されていない世帯に属する人 

 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 27年８月より所得制限を導入したことで利用者は著しく減少しました。 
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【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

支給者数
（人） 

４～７月   229  91 110 

８～３月   91 73 73 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・紙おむつ等介護用品が必要な要介護３以上の市民税非課税世帯の方に、今後も

サービスを継続的に提供します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

支給者数
（人） 

４～７月 115 120 125 

８～３月 80 87 94 

 

⑤寝具洗濯乾燥事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・在宅寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者、重度身体障害者、難病患者の寝具

の洗濯乾燥を実施することにより、健全で快適な生活を確保します。 
※対象者：ア．おおむね 65 歳以上で常時臥床又はこれに準ずる状態が３か月以上継続して

いる人 
イ．ひとり暮らし高齢者でおおむね 65 歳以上の人 
ウ．身体障害者福祉法に基づく１級又は２級に該当する下肢又は体幹障害を有す

る人 
エ．介護が必要な状態にある特定疾患及び慢性関節リウマチ患者 

 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は減少傾向です。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

利用者数（人） 14  14 9 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・高齢化に伴い、寝具の衛生管理が困難な方の需要が見込まれることから、引き

続き健全で快適な生活の確保を図ります。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数（人） 9 9 9 
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⑥在宅老人ショートステイ事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・日常生活に支障がある高齢者を介護している家族が、疾病にかかる等の緊急や

むを得ない理由により居宅における介護ができない場合等に、当該高齢者を一

時的に特別養護老人ホームに入所させ、生活習慣の指導や体調の管理を図りま

す。 
※対象者：おおむね 65歳以上の人で在宅の虚弱高齢者 

（介護保険の認定申請を行い、非該当となった人） 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は横ばい傾向にあります。 

・必要な方への迅速な対応が重要です。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

利用者数（人） 1  1 3  

利用日数（日） 29 10 21  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・高齢化に伴い虐待件数の増加が見込まれるため、引き続き事業を推進します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数（人） 4  2 2 

利用日数（日） 28  14 14 

 

⑦ホームヘルパー派遣事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障があるおおむね 65

歳以上の虚弱高齢者、難病患者等の家庭に、ホームヘルパーを派遣します。家

庭に訪問し、家事援助、身体介護等を行います。１時間以内／回（週１回） 
※対象者：ア．おおむね 65 歳以上の日常生活に支障がある高齢者 

（介護保険の認定申請を行い、非該当となった人） 
イ．難病患者 

 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・介護予防・日常生活支援総合事業の訪問サービスに利用者が移行しているため、

利用者は減少傾向にあります。 
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【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

実人員（人） 7 5 4  

延べ回数（回） 287 190 155  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・介護予防・日常生活支援総合事業との関連を含め、検討していきます。 

 

⑧在宅老人デイサービス事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・在宅の高齢者に対し、日常生活に必要な動作の訓練から様々な趣味活動まで、

一人ひとりが自立した、生きがいのもてる生活を送れるよう各種サービスによ

って支援し、家に閉じこもりがちな高齢者に社会参加の機会を提供します。デ

イサービスセンターの送迎、健康チェック、給食サービス及び趣味活動等を行

います（週１回）。 
事業実施場所：清洲総合福祉センター 
※対象者：おおむね 65歳以上の高齢者（介護保険の認定申請を行い、非該当となった人） 

 
■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービスに利用者が移行しているため、

利用者は減少傾向にあります。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

実人員（人） 1 2 0  

延べ回数（回） 27 55 0 
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・介護予防・日常生活支援総合事業との関連を含め、検討していきます。 

 

⑨老人福祉車購入費補助金交付事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・歩行困難な高齢者が、老人福祉車の購入に要する経費に対し、補助金を交付し

ています。 
※対象者：おおむね 65歳以上の高齢者で外出の際に杖等を必要とする人 

 
■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は、ほぼ横ばい傾向にあります。 
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【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

シルバーカー（台） 34 33 35  
 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・歩行困難な高齢者に外出する機会を与える一助となるため、杖等の新規補助制

度の導入を含め今後も事業を推進します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

シルバーカー（台） 35  35  35  
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（２）安心・安全な住環境の整備 

①老人住宅改善費補助事業 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・高齢者が居住する住宅における居室、浴室、トイレ等の環境整備及び改善に要

する経費に対し補助金を交付します。（介護保険住宅改修費の支給を優先し、併

用も可能） 
※対象者：おおむね 65歳以上で全ての世帯員が市町村民税を課されていない世帯に属する

ものであって、介護保険法第 19 条第１項及び第２項に規定する要介護・要支援
認定を受けた人及び非該当と判定されたが自立した生活を営むために支援を必
要とする人 

 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は、ほぼ横ばい傾向にあります。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

利用者数（人） 6 6 6  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・住宅改修を実施することとなった場合、介護保険給付では賄いきれないことが

多いため、補完する制度として引き続き支援を図ります。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数（人） 6  6  6 
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（３）施設福祉サービスの充実 

①老人保護措置費 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・身体的、精神的、環境的及び経済的な理由により居宅での生活が困難な高齢者

を養護老人ホームに入所させることにより、生活の安定を図ります。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・入所者は減少傾向にあります。 

【実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

入所者数（人） 10 8 7 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・今後も必要に応じた入所措置を実施します。 

【計画値】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

入所者数（人） 7 7 7 
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４ 災害に強いまち 

（１）災害対策への取り組み 

平成 23年３月に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25年６月の災害対

策基本法の一部改正及び「清須市地域防災計画」に基づき、高齢者、障害者、乳幼

児その他特に配慮を要する方（要配慮者）の中で、自ら避難することが困難で避難

に支援を要する方（避難行動要支援者）を対象に、避難等に必要な事項を記載した

避難行動要支援者名簿を作成しています。 

今後も、対象者の名簿への登録を促進するとともに、消防署、警察署、民生委員、

社会福祉協議会、自主防災組織及び町内会等と情報共有・連携を図りつつ、災害時

に備える取り組み（迅速・的確な安否確認・避難支援のための訓練、日常的な見守

り対策等）の実施に努めます。 

 

①民生委員等との連携強化 

平成 29年 12月末現在、市内４地区 75人の民生委員・児童委員が活動していま

す。 

民生委員・児童委員活動における見守り活動は、地域で日頃から見守りを必要

とする人に対して自宅訪問等を行い、特に災害や警報時においては、地域住民の

方と対象者の支援に努めています。 

今後も、市は災害時に見守りが必要な高齢者等に対して、民生委員・児童委員

との連携を強化し、連絡や報告等に万全な対応に努めます。 

 

②避難行動要支援者名簿に基づく対策等の推進 

避難行動要支援者名簿に基づき、災害時に特に支援を要する方の安否確認や避

難誘導等の支援が行えるよう、日常から地域と協力して対策等を進めます。 

 

③福祉避難所の周知 

寝たきり等重度の要援護者等を対象に地域福祉避難所のアルコ清洲を災害時に

必要に応じて二次的避難所として開設しています。また、地域福祉避難所とは別

に高度な介護対応が必要な場合において、協定締結により特別養護老人ホーム等

へ避難ができるようにしており、広報等で広く市民に周知を図ります。 
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５ 介護保険の円滑な実施 

（１）介護保険事業に関する基本的な考え方 

介護保険制度は、介護を必要とする状態になってもできる限り自立した生活がで

きるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。 

介護保険は 40歳以上の方が加入（被保険者）の対象となり、万一、寝たきりや認

知症等により介護が必要となったときに、市に介護認定を申請し、認定されると、

認定された介護状態の区分に応じたケアプラン（サービスの利用計画）の作成を居

宅介護支援事業者等に依頼し、そのケアプランに基づいてサービスが利用できるよ

うになります。 

 

（２）介護保険サービス推計の基本的な考え方 

介護保険サービスの見込量の算出にあたっては、厚生労働省の地域包括ケア「見

える化」システムの将来推計機能を活用し、第６期計画期間中の被保険者数、要支

援・要介護認定者数、各介護サービスの利用実績の動向を基に、平成 30～32年度、

平成 37年度のサービスの見込量を推計します。 

地域密着型サービスと施設サービスについては、現在の基盤整備の状況や待機者

の状況、アンケート調査に基づく利用ニーズを踏まえるとともに、国の「介護離職

ゼロ」の方向性を踏まえた介護サービスの充実のほか、地域医療構想に係る介護サ

ービスの追加的需要を踏まえて、見込量を設定します。 

居宅サービスについては、第６期計画期間中の利用実績の動向（受給率の伸び）

に基づき推計を行います。 
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（３）サービス事業量の見込み 

①居宅・介護予防サービス 

ア．訪問介護・介護予防訪問介護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・訪問介護員（ホームヘルパー）が居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介

護、その他の日常生活上の世話を行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必要があります。 

・介護予防訪問介護は、平成 29年度から介護予防・日常生活支援総合事業に移行

しました。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

訪問介護 
回数／月 7,551  8,198  8,765 

人数／月 271  284  300 

介護予防訪問介護 人数／月 169  170   

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の増加を見込んでお

ります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

訪問介護 
回数／月 9,137 9,534 9,869 

人数／月 315 325 334 

 

イ．訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・介護士、看護師が居宅を訪問して、浴槽を持ち込んで入浴の介護を行うサービ

スです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・訪問入浴介護の利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必要が

あります。 

・介護予防訪問入浴介護は、若干数の利用があるのみです。 
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【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

訪問入浴介護 
回数／月 127  171  212 

人数／月 27  30  34 

介護予防訪問入浴介護 
回数／月 0  1  0  

人数／月 0  1  0  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、訪問入浴介護は利用者数の増

加を見込んでおります。 

・介護予防訪問入浴介護は、利用者無しで見込みます。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

訪問入浴介護 
回数／月 222 246 266 

人数／月 36 40 43 

介護予防訪問入浴介護 
回数／月 0  0  0  

人数／月 0  0  0  

 

ウ．訪問看護・介護予防訪問看護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・看護師等が医師の指示により、居宅を訪問して、寝たきりや病気、障害のある

人の看護を行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必要があります。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

訪問看護 
回数／月 1,529  1,550  1,773 

人数／月 108  128  159 

介護予防訪問看護 
回数／月 97  161  294 

人数／月 11  19  35 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の増加を見込んでお

ります。 
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【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

訪問看護 
回数／月 1,970 2,095 2,199 

人数／月 162 171 183 

介護予防訪問看護 
回数／月 312 322 347 

人数／月 36 38 41 

 

エ．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 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等が居宅を訪問して、理学療法、作業療

法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。 

 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必要があります。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

訪問 
リハビリテーション 

回数／月 245  240  293 

人数／月 21  20  24 

介護予防訪問 
リハビリテーション 

回数／月 4  24  49 

人数／月 1  2  3 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の増加を見込んでお

ります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

訪問 
リハビリテーション 

回数／月 298 374 400 

人数／月 24 29 31 

介護予防訪問 
リハビリテーション 

回数／月 62 74 74 

人数／月 5 6 6 

 

オ．居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・医師、歯科医師、薬剤師、看護職員等が居宅を訪問し、療養上の情報提供、指

導及び助言を行うサービスです。 
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■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必要があります。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

居宅療養管理指導 人数／月 208  227  269  

介護予防 
居宅療養管理指導 

人数／月 17  17  24  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の増加を見込んでお

ります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

居宅療養管理指導 人数／月 289 306 324 

介護予防 
居宅療養管理指導 

人数／月 25 29 31 

 

カ．通所介護・介護予防通所介護（デイサービス） 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・日帰りで介護施設等において、入浴・食事の提供、日常生活上の世話、機能向

上訓練等を行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は年度によって増減があり、今後も需要に対応していく必要がありま

す。 

・介護予防通所介護は、平成 29年度から介護予防・日常生活支援総合事業に移行

しました。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

通所介護 
回数／月 6,169  5,082  5,705 

人数／月 561  467  518 

介護予防通所介護 人数／月 239  268   

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の増加を見込でおり

ます。 
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【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

通所介護 
回数／月 6,086 6,581 6,993 

人数／月 552 597 641 

 

キ．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（デイケア） 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・介護老人保健施設、病院等において理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必要があります。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

通所 
リハビリテーション 

回数／月 1,212  1,298  1,297 

人数／月 141  148  149 

介護予防通所 
リハビリテーション 

人数／月 69  89  94  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の増加を見込んでお

ります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

通所 
リハビリテーション 

回数／月 1,335 1,347 1,394 

人数／月 154 156 162 

介護予防通所 
リハビリテーション 

人数／月 100 108 121 

 

ク．短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の

日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必要があります。 
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【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

短期入所生活介護 
日数／月 1,981  2,084  2,421 

人数／月 160  165  178 

介護予防 
短期入所生活介護 

日数／月 24  39  62 

人数／月 5  5  9 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の増加を見込んでお

ります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

短期入所生活介護 
日数／月 2,622 2,909 3,144 

人数／月 189 206 220 

介護予防 
短期入所生活介護 

日数／月 44 48 48 

人数／月 7 8 8 

 

ケ．短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・介護老人保健施設、療養型医療施設等に短期間入所し、医学的な管理の下で介

護、機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話を行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・短期入所療養介護の利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必

要があります。 

・介護予防短期入所療養介護は、若干数の利用があるのみです。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

短期入所療養介護 
日数／月 5  14  51 

人数／月 1  2  4 

介護予防 
短期入所療養介護 

日数／月 0  1  0  

人数／月 0  1  0  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29 年度）の実績を踏まえつつ、短期入所療養介護は利用者数

の横ばいを見込んでおり、需要に応じた提供体制の確保に努めます。 

・介護予防短期入所療養介護は、利用者無しで見込みます。 
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【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

短期入所療養介護 
日数／月 23 23 23 

人数／月 4 4 4 

介護予防 
短期入所療養介護 

日数／月 0  0  0  

人数／月 0  0  0  

 

コ．福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・特殊寝台（電動ベッド等）、車イス、エアマット等の貸出しを行います。自宅で

自立した生活を送るため、また介護者の負担を軽減するため、効果的なサービ

スです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必要があります。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

福祉用具貸与 人数／月 526  541  577  

介護予防福祉用具貸与 人数／月 173  200  230 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の増加を見込んでお

ります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

福祉用具貸与 人数／月 617 638 661 

介護予防福祉用具貸与 人数／月 215 221 229 

 

サ．特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・入浴又は排せつの用に供する福祉用具等の購入費の支給を行います。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・特定福祉用具購入費の利用者数は増加傾向、特定介護予防福祉用具購入費は横

ばいとなっており、今後も需要に対応していく必要があります。 
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【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

特定福祉用具購入費 人数／月 11  12  14  

介護予防 
特定福祉用具購入費 

人数／月 7  7  6  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29 年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の横ばいを見込んで

おります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

特定福祉用具販売 人数／月 14 14 14 

介護予防 
特定福祉用具販売 

人数／月 6 6 6 

 

シ．住宅改修・介護予防住宅改修 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・手すりの取り付けや段差解消等の住宅改修を行ったときに保険給付を行います。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は年度によって増減があり、今後も需要に対応していく必要がありま

す。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

住宅改修 人数／月 10  8  11  

介護予防住宅改修 人数／月 8  9  7  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29 年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の横ばいを見込んで

おり、需要に応じた提供体制の確保に努めます。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

住宅改修 人数／月 12 12 12 

介護予防住宅改修 人数／月 8 8 8 
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ス．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 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた

有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事・入浴などの日常生活上の支援、

機能訓練などを提供するサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・利用者数は年度によって増減があり、今後も需要に対応していく必要がありま

す。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

特定施設入居者 
生活介護 

人数／月 58  56  62  

介護予防特定施設 
入居者生活介護 

人数／月 9  9  6  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29 年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の横ばいを見込んで

おります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

特定施設入居者 
生活介護 

人数／月 65 66 66 

介護予防特定施設 
入居者生活介護 

人数／月 7 7 7 

 

セ．居宅介護支援・介護予防支援 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・居宅で介護を受ける方の心身の状況、希望等を踏まえ、居宅サービス計画（ケ

アプラン）を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等

との連絡調整等を行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・居宅介護支援の利用者数は増加傾向、介護予防支援は平成 29 年度から介護予

防・日常生活支援総合事業の開始に伴い一部が移行したため減少しています。 
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【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

居宅介護支援 人数／月 923  945  989  

介護予防支援 人数／月 452  509  351 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、利用者数の増加を見込んでお

ります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

居宅介護支援 人数／月 1,039 1,075 1,110 

介護予防支援 人数／月 472 489 512 

 

 

②地域密着型サービス 

ア．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通

じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と

随時の対応を行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・市内にサービス提供事業所はありませんが、近隣市の事業所１か所を指定して

おり、若干数の利用が見られます。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 

人数／月 2  1  1  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・サービス提供事業所の市内への整備は見込んでいませんが、今後も近隣市の指

定事業所の利用を見込んでおります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 

人数／月 1 1 1 
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イ．夜間対応型訪問介護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・ヘルパーによる定期的な夜間の訪問や、緊急時の夜間の訪問を行うサービスで

す。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・市内にサービス提供事業所はなく、利用は見られません。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

夜間対応型訪問介護 人数／月 0 0 0 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・サービス提供事業所の市内への整備やサービスの利用は見込んでいませんが、

今後も需要や事業者の参入意向の把握に努めます。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

夜間対応型訪問介護 人数／月 0 0 0 

 

ウ．認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・認知症の高齢者が、デイサービスセンター等の施設に日帰りで通い、入浴や食

事、日常生活動作の訓練を受けるサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・市内にサービス提供事業所はなく、利用は見られません。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

認知症対応型 
通所介護 

回数／月 0 0 0 

人数／月 0 0 0 

介護予防認知症 
対応型通所介護 

回数／月 0 0 0 

人数／月 0 0 0 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・サービス提供事業所の市内への整備やサービスの利用は見込んでいませんが、

今後も需要や事業者の参入意向の把握に努めます。 
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【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

認知症対応型 
通所介護 

回数／月 0 0 0 

人数／月 0 0 0 

介護予防認知症 
対応型通所介護 

回数／月 0 0 0 

人数／月 0 0 0 

 

エ．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 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・「通い」を中心として、「泊まり」「訪問」を組み合わせて提供するサービスです。 

このサービスは、居宅での生活の継続を支援することを目的としており、要介

護者の心身の状況や環境に応じて、居宅又はサービスの拠点に通い、若しくは

短期間宿泊し、その拠点において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の世話や機能訓練を行います。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・市内には、サービス提供事業所が１か所整備されており、利用者数は増加傾向

であり、今後も需要に対応していく必要があります。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

小規模多機能型 
居宅介護 

人数／月 15  16  19  

介護予防小規模 
多機能型居宅介護 

人数／月 5  7  9 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29 年度）の実績を踏まえつつ、本計画期間中における利用者

数は横ばいを見込んでおります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

小規模多機能型 
居宅介護 

人数／月 19 19 19 

介護予防小規模 
多機能型居宅介護 

人数／月 9 9 9 

 

オ．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 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・認知症の状態にある要介護者が、共同生活を営むべき住居において、入浴、排

せつ、食事等の介護、その他の日常生活及び機能訓練を行うものです。 
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■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・市内には、サービス提供事業所が３か所整備されており、認知症対応型共同生

活介護の利用者数は増加傾向であり、今後も需要に対応していく必要がありま

す。 

・介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用が見られません。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

認知症対応型 
共同生活介護 

人数／月 31  33  38  

介護予防認知症対応型 
共同生活介護 

人数／月 0  0  0  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29 年度）の実績とともに、認知症対応型共同生活介護は、利

用者数の増加を見込んでおり、需要に応じて事業所の新設等提供体制の確保に努

めます。 

・介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者無しで見込みます。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

認知症対応型 
共同生活介護 

人数／月 41 47 54 

介護予防認知症対応型 
共同生活介護 

人数／月 0  0  0  

 

カ．地域密着型特定施設入居者生活介護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた

小規模な有料老人ホームや軽費老人ホームなど（定員 29人以下）が、食事・入

浴などの日常生活上の支援、機能訓練などを提供するサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・市内にサービス提供事業所はなく、利用は見られません。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

地域密着型特定施設 
入居者生活介護 

人数／月 0  0  0  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・サービス提供事業所の市内への整備やサービスの利用は見込んでいませんが、

今後も需要や事業者の参入意向の把握に努めます。 
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【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

地域密着型特定施設 
入居者生活介護 

人数／月 0  0  0  

 

キ．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・小規模な介護老人福祉施設（定員 29 人以下）に入所している要介護者につい

て、介護サービス計画に基づき入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生

活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・市内にサービス提供事業所はなく、利用は見られません。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護 

人数／月 0  0  0  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・サービス提供事業所の市内への整備やサービスの利用は見込んでいませんが、

今後も需要や事業者の参入意向の把握に努めます。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護 

人数／月 0  0  0  

 

ク．看護小規模多機能型居宅介護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・小規模多機能型居宅介護と訪問看護等、複数の居宅サービスや地域密着型サー

ビスを組み合わせて提供するサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・市内にサービス提供事業所はなく、利用は見られません。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

看護小規模多機能型 
居宅介護 

人数／月 0 0 0 
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■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・サービス提供事業所の市内への整備やサービスの利用は見込んでいませんが、

今後も需要や事業者の参入意向の把握に努めます。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

看護小規模多機能型 
居宅介護 

人数／月 0 0 0 

 

ケ．地域密着型通所介護 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・居宅要介護者が小規模なデイサービスセンター（定員 18人以下）に通い、入浴・

排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・平成 28年度から開始されたサービスです。 

・市内には、サービス提供事業所が６か所整備されており、過去２年度の利用は

次のとおりであり、今後も需要に対応していく必要があります。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

地域密着型通所介護 
回数／月  1,281  1,143 

人数／月  134  119 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 28・29 年度）の実績を踏まえつつ、今後在宅介護の重要性が高ま

ると考えられることから、利用者数の増加を見込んでおります。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

地域密着型通所介護 
回数／月 1,332 1,365 1,400 

人数／月 137 141 145 
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③施設サービス 

■事業内容・目的-------------------------------------------------------- 

・常時介護や医療行為、療養が必要な高齢者が施設に入所できるサービスです。 
 

■現況と課題------------------------------------------------------------ 

・市内には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）３か所、介護老人保健施

設１か所、介護療養型医療施設１か所が整備されています。 

・介護老人福祉施設の利用者数は横ばい、介護老人保健施設は増加傾向、介護療

養型医療施設は減少傾向となっており、介護老人福祉施設及び介護老人保健施

設は今後も需要に対応していく必要があります。 

【実績値】 

サービス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム） 

人数／月 300  302  300  

介護老人保健施設 人数／月 131  136  138  

介護療養型医療施設・ 
介護医療院 

人数／月 45  41  31  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------------- 

・第６期（平成 27～29年度）の実績を踏まえつつ、介護療養型医療施設を除き、

いずれの施設も利用者数の増加を見込んでおり、介護老人福祉施設は入所待機

者の解消を図り、今後も需要に応じることができるよう新設等提供体制の確保

に努めます。 

【計画値】 

サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム） 

人数／月 310 320 340 

介護老人保健施設 人数／月 140 143 144 

介護療養型医療施設・ 
介護医療院 

人数／月 31 31 31 
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【介護医療院について】 

 Ⅰ Ⅱ 

基本的性格 要介護高齢者の長期療養・生活施設 

設置根拠 
介護保険法 

※生活施設としての機能重視を明確化。 

※医療は提供するため、医療法の医療提供施設にする。 

主な利用者像 

重篤な身体疾患を有する者及び身

体合併症を有する認知症高齢者 等

（療養機能強化型Ａ・Ｂ相当） 

左記と比べて、容体は比較的安定し

た者 

施設基準 

（最低基準） 

介護療養病床相当 

（参考：現行の介護療養病床の基準） 

医師 48対１（３人以上） 

看護 ６対１ 

介護 ６対１ 

老健施設相当以上 

（参考：現行の老健施設の基準） 

医師 100対１（１人以上） 

看護  ３対１ 

介護  ※うち看護2/7程度 

※医療機関に併設される場合、人員配置基準の弾力化を検討。 

※介護報酬については、主な利用者像等を勘案し、適切に設定。具体

的には、介護給付費分科会において検討。 

面積 

老健施設相当（8.0 ㎡/床） 

※多床室の場合でも、家具やパーテーション等による間仕切りの設置

等、プライバシーに配慮した療養環境の整備を検討。 

低所得者への配慮 補足給付の対象 

出典：社会保障審議会介護給付費分科会第144回（H29.8.4）「介護療養型医療施設及び介護医療

院（参考資料）」 

 

（４）介護人材の確保・資質の向上 

各種研修を通じて、介護支援専門員の連携強化やケアマネジメントの質の向上を

図るとともに、管理者や介護職員等に対して、各種研修会への参加を促し資質向上

の充実に努めます。 

 

（５）共生型サービスについて 

今期制度改正に伴い、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサ

ービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、

もう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、「（共生型）居宅サ

ービスの指定の特例」が設けられています。 

対象サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の３種類となっており、

今後は事業者の参入意向等の把握と必要な情報提供に努めます。 



 

 

 

 

 

 

 


