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第１章 計画の概要 
 

１ 計画策定の趣旨と背景 

介護保険制度は、平成 12 年４月に介護を必要とする高齢者等を社会全体で支えるシステム

としてスタートし、サービス提供基盤の整備を図り、高齢化の進展に伴うニーズの変化にも対

応しながら、高齢者を支える制度の１つとして定着してきました。 

 

我が国では、平均寿命の延びと少子化の進行により、世界に類を見ない速さで高齢化が進展

し、平成 20 年（2008）をピークに総人口は減少に転じています。今後、我が国は人口減少が

今まで以上に進行していく状況下で高齢者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、平成

48 年（2036）には 33.3％、3人に 1 人が高齢者となると見込まれています。 

 

本町における高齢化率も上昇し続けており、平成 29 年度 20.3％、平成 37 年度には 21.9％

となる見込みであり、いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上となる平成 37 年度には医療や介護

を必要とする高齢者のニーズや、高齢者が必要とする何らかの支援の増加により、今後、私た

ちの地域社会において様々な問題になってくることが懸念されています。 

 

こうした状況の中、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が、住み慣れた地域

で、その有する能力に応じ、自立した生活を継続して送れるよう支援していくためには、限り

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

等、こういうものが包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を深化させていくことが求

められています。 

また、さらに広い視点から、高齢者・障害者・児童などを含めたすべての人々が、一人ひと

りの暮らしと生きがいを、ともに創り、高めあう社会「地域共生社会」の実現が求められてい

ます。 

 

本町では、こうした現状や高齢者を取り巻く様々な課題を踏まえつつ、今後の超高齢社会の

諸問題に対応するため、高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画を策定することにより、2025

年（平成 37 年）を見据えた地域包括ケアシステムの充実、さらには地域共生社会の実現を目

指します。 
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２ 計画の性格と位置付け 

本計画は、高齢者の福祉の増進と介護保険の円滑な実施を図り、総合的に高齢者福祉施策の

展開を図るため、法に基づく次の計画を一体的に策定しています。 

・「高齢者福祉計画」：老人福祉法第 20 条の８の規定に基づく「市町村老人福祉計画」 

・「介護保険事業計画」：介護保険法第 117 条の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」 

 

本計画は、「宇多津町総合計画～元気創造！これからも自立する宇多津～」の高齢者施策（主

に保健・福祉分野）に関する個別計画となるものです。そして、地域における福祉を総合的に

推進するための「宇多津町地域福祉計画」を上位計画とし、個別計画である「宇多津町障害者

計画・障害福祉計画」「宇多津町子ども・子育て支援事業計画」と整合性を図りながら策定し

ました。また、「宇多津町健康増進計画」や「香川県高齢者保健福祉計画・保健医療計画」と

の整合も図りました。 

 

 

宇多津町地域福祉計画 

 

宇
多
津
町
障
害
者
計
画 

宇
多
津
町
障
害
福
祉
計
画 

宇
多
津
町 

子
ど
も

・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

宇 多 津 町 総 合 計 画 

～ 元気創造！これからも 自立する 宇多津 ～ 

本計画の位置付け 

 

整合 
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康
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対象：すべての高齢者 

 

対象：要介護高齢者、要支援高齢者（保険給付） 

   要介護・要支援となるリスクの高い高齢者（地域支援事業） 

宇多津町介護保険事業計画 

宇多津町高齢者福祉計画 

（両計画の関係の 
イメージ） 
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、平成 30 年度から平成 32 年度までの３ヵ年とします。 

介護保険料については、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間を通じて、均一が保たれ

るように検討しています。 

また、介護保険法第 117 条第１項の規定により、３年ごとに計画の見直しを図るため、平成

32 年度に次期計画（平成 33～35 年度）の見直しを図るものとします。 

また、この計画は、2025 年（平成 37 年）の高齢者の状況やサービス水準を見込み、中・長

期的なビジョンを盛り込んで策定しています。 

 

平成 

24年度 

2012 

平成 

25年度 

2013 

平成 

26年度 

2014 

平成 

27年度 

2015 

平成 

28年度 

2016 

平成 

29年度 

2017 

平成 

30年度 

2018 

平成 

31年度 

2019 

平成 

32年度 

2020 

平成 

33年度 

2021 

平成 

34年度 

2022 

平成 

35年度 

2023 

平成 

36年度 

2024 

平成 

37年度 

2025 

              

 

 

 
 

４ 計画の策定体制 

（１）在宅介護実態調査の実施 

計画の見直しにあたり、高齢者の生活状態に合った介護（予防）サービス、保健福祉サービ

スにつなげるためにアンケート調査を実施しました。 

調査概要 

◇調査対象  町内在住の要支援・要介護認定を受けている在宅の方 

◇調査方法  郵送配布・郵送回収による調査 

◇調査期間  平成 29 年３月１日～３月 13 日 

◇回収状況     

 
 
 

（２）策定体制 

社会全体で高齢化社会に対する取組を行っていく必要があるため、本計画の策定にあたって

は、行政機関内部だけでなく学識経験者や保健、医療、福祉関係者、介護保険の被保険者等で

構成された「宇多津町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会」において審議され、そ

の提言を計画に反映させています。 

調査対象者数 有効回答者数 有効回収率 

378 人 233 人 61.6％ 

第 5 期計画 第 6 期計画 第 7 期計画 第 8 期計画 第 9 期計

平成 37 年（2025 年）までの中長期的見直し 

「団塊の世代」
が 65 歳に 

「団塊の世代」
が 75 歳に 
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５ 第７期計画のポイント 

（１）制度改正の概要 

介護保険制度を取り巻く状況が大きく変化している中で、団塊の世代が 75 歳以上となる平

成 37（2025）年や、高齢者数がピークを迎える平成 54（2042）年も見据えつつ、引き続き、

高齢者がその有する能力に応じ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や、要

介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減・重症化の防止といった制度の理念を堅持

し、質が高く必要なサービスを提供していくと同時に、財源と人材とをより重点的・効率的に

活用する仕組みを構築することにより、制度の持続可能性を確保していくことが重要となって

います。 

このため、今回の介護保険制度の改正（「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法

等の一部を改正する法律」平成 29 年 5 月 26 日成立）では、高齢者の「自立支援」と要介護状

態の「重度化防止」を図るとともに、介護保険制度の持続可能性を確保することに配慮し、サ

ービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにするため、下記のような考え方が

示されています。 
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（２）地域包括ケアシステムの考え方 

地域包括ケアシステムとは、高齢者が可能な限り、住み慣れた自宅や地域で人生の最後まで

暮らし続けられるよう“医療”“介護”“介護予防”“住まい”“生活支援”の５つのサービスを

包括的、一体的に提供できる体制を構築しようとするものです。 

地域包括ケアシステムは、「自助・互助・共助・公助」の考え方の下、高齢者自身も含め、

地域住民やボランティア、NPO、事業者・関係機関、専門の多職種などの参加により、それぞ

れの地域の事情や特性にあった体制を、地域社会全体で形成していくものとされています。 

 

【図】地域包括ケアシステムの構成要素と「自助・互助・共助・公助」 

 
出典：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」

平成 27 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域包括ケアシステムは、おお

むね30分以内に必要なサービスが

提供される日常生活圏域（具体的

には中学校区）を単位として想定 

協議体、 

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

いつまでも元気に暮らすために･･･ 

生活支援・介護予防 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

地域ケア会議 

多職種連携 

介護が必要になったら･･･ 

介 護 

病気になったら･･･ 

医療 

相談業務や
サ ー ビ ス の
コーディネー
トを行う 

◆施設、居住系サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・特定施設入所者生活介護 等 

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 
保健師 
社会福祉士 

通院・入院 

◆在宅系サービス 

・訪問介護･訪問看護・通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・短期入所生活介護 

・福祉用具 

・24 時間対応の訪問サービス 

・複合サービス 

（小規模多機能居宅介護＋訪問看護）等 

地域包括ケアシステムの姿 

自宅 
・サービス付き高齢者向け住宅 等 

通所・入所 

老人ｸﾗﾌﾞ・自治会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO 等 

介護予防 
サービス 

日常の医療： 
・かかりつけ医、有床診療所 
・地域の連携病院 
・歯科医院、薬局 



宇多津町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画 

 6 

 

さらに、この高齢者を支える仕組みを深化させて、高齢者のみならず、障害者、子どもなど

すべての人々が、支えあい、一人ひとりの暮らしと生きがいを、ともに創っていく地域共生社

会の実現が求められています。 

他人事を「我が事」と捉え、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、解決が図られる地域づくりと、老老介護や認認介護、子育てと介護のダブルケア、生活

困窮など複合的な課題を抱える世帯への総合的な相談体制の確立に向けて取組みます。 

【図】地域共生社会で目指すものとは（「我が事・丸ごと」の地域づくりの強化に向けた取組み） 

 
【資料】厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会本部（平成 29 年２月） 

 

（３）介護離職ゼロへの取り組み 

介護離職とは、家族・親族が介護の負担から離職を余儀なくされることで、これからますま

す高齢化が進むことが予想されるなか、介護離職は深刻な課題となることが懸念されています。 

国は平成 27 年「ニッポン一億総活躍プラン」を打ち出し、その中で緊急対策として「介護

離職ゼロ」を掲げています。 

本町においても、介護離職防止は重要な課題です。特に、子育てと介護を同時に抱える「働

く世代」の身体的・精神的・経済的負担は大きいと考えられます。介護離職防止等について、

広く啓発をするとともに、介護人材の確保、介護負担を和らげ家族を支える環境づくりなど、

仕事と介護の両立を支援するための取組みを進めていきます。 
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第２章 基本的な考え方 
 

１ 計画の基本理念 

 

計画の基本理念を実現するため、次の３つの基本方針に基づき、具体的な施策を展開してい

きます。 

 

（１）住み慣れた地域で支えあいながら暮らせるまちづくり 

高齢者が医療や介護が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域で、生きがいを持ち、

その有する能力に応じ、自立した生活を継続して送れるよう、医療・介護・予防・住まい・

生活支援等、包括的な支援・サービス提供体制「地域包括ケアシステム」の構築を推進し

ていきます。また、地域とつながり、ともに助け合い支えあえる地域づくりを目指してい

きます。 

 

（２）生きがいを持ち元気に暮らせるまちづくり 

高齢者自ら健康寿命の延伸に努められるよう生涯を通じた健康づくりを図り、高齢者が

これまで培ってきた知識・経験・技能等を生かし、生涯現役でいきいきと活躍できる地域

づくりを推進、高齢者も地域の担い手となり、いつまでも地域とつながり、互いに支えあ

う地域共生社会の実現を目指し、取組を推進します。 

 

（３）安心して暮らせるまちづくり 

高齢者が、住み慣れた地域で、尊厳を保ちながら安心して暮らし続けられるよう、福祉

教育や地域福祉活動、利用しやすい公共施設の整備など、公的福祉サービスの連携を含め

た支援体制を整備し、地区の特性に応じたきめ細かい取組を推進します。また、高齢者が、

災害や消費者被害等にあわないよう、広報・啓発に努め、権利擁護を推進します。 

さらに、認知症に対する住民の関心・理解を深め、認知症高齢者等にやさしい地域づく

りを目指すとともに、認知症の人及び家族の意思を尊重し、安心して暮らし続けることが

できるよう、認知症施策の充実を図ります。 

 
 

誰もが、住み慣れた地域で、元気で、 

生きがいを持ち、尊厳を保ちながら笑顔で、 

安心して暮らし続けられる社会の実現 
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２ 日常生活圏域の設定 

高齢者が住み慣れた地域で、安心していつまでも暮らせるよう、地理的条件、人口、社会的

条件、生活形態、地域活動、介護給付等サービスを提供するための施設の整備状況、その他の

条件を総合的に勘案して、それぞれの市町において、その特性などを踏まえて設定することと

されています。国が示す中学校区、高齢者人口 6,000 人という基準を踏まえ、本町においては、

第３期計画において、町全体を一つの日常生活圏域として設定しています。本計画においても  

この設定を引き継ぎ、介護給付分析やニーズ調査などにより地域課題を把握して、施策展開し、

地域包括ケアシステムの構築を推進します。 
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第３章 高齢者を取り巻く宇多津町の状況 
 

１ 統計データからみる高齢者等の状況 

（１）人口の推移 

本町の平成 29 年 10 月１日現在の人口は 18,464 人となっており、また、65 歳以上の高齢者

数は平成７年の 1,950 人から平成 29 年には 3,746 人と、20 年あまりで倍近くの人数となって

います。 

 

総人口と高齢者人口の推移 
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総人口と高齢者人口の推移                              （単位：人、％） 

区  分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

総人口 1,4928 15,978 17,460 18,434 18,446 18,534 18,464 

年少人口 

（0～14 歳） 
2,751 2,766 3,084 3,188 3,088 2,967 2,885 

 （総人口比） 18.4 17.3 17.7 17.3 16.7 16.0 15.6 

生産年齢人口 

（15～64 歳） 
10,227 10,898 11,688 11,999 11,779 11,909 11,833 

 （総人口比） 68.5 68.2 66.9 65.1 63.9 64.3 64.1 

老齢人口 

（65 歳以上） 
1,950 2,303 2,673 3,127 3,579 3,658 3,746 

 （総人口比） 13.1 14.4 15.3 17.0 19.4 19.7 20.3 

※ 年齢不詳があるため、合計は一致しない。 

【資料】平成 2 年～平成 27 年：国勢調査 

平成 28・29 年：住民基本台帳 

 

 

（人） 

（％） 
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年齢３階層別の人口構成をみると、年少人口（0～14 歳人口）や生産年齢人口（15～64 歳人

口）の割合は平成 7 年より減少傾向がみられます。これに対し、老齢人口（65 歳以上人口）の

割合は増加しており、平成７年には全体の 13.1％であったものが、平成 29 年には 20.3％とな

っています。 

 

年齢３階層別人口構成 

18.4 

17.3 

17.7 

17.3 

16.7 

16.0 

15.6 

68.5 

68.2 

66.9 

65.1 

63.9 

64.3 

64.1 

13.1 

14.4 

15.3 

17.0 

19.4 

19.7 

20.3 
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平成17年

平成22年

平成27年

平成28年

平成29年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老齢人口（65歳以上）

 

【資料】平成 2 年～平成 27 年：国勢調査 

平成 28・29 年：住民基本台帳 

 

介護保険事業状況報告による平成 29 年 10 月現在では、前期高齢者（65～74 歳）が 52.1％、

後期高齢者（75 歳以上）が 47.9％となっています。「団塊の世代」がすべて高齢期に入った平

成 27 年の数年前より、前期高齢者の割合が上がっています。 

 

前期・後期別高齢者割合 

 

【資料】介護保険事業状況報告（10 月分） 
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（２）高齢者のいる世帯の推移 

平成 27 年の一般世帯数は 8,451 世帯で、年々増加傾向にあります。高齢者のいる世帯も同

様に増加しており、平成 27 年は 2,316 世帯となっています。 

ひとり暮らし高齢者世帯数は、平成７年 244 世帯、平成 27 年には 758 世帯と３倍に増加、

高齢者夫婦世帯数も 326 世帯から 683 世帯と倍になっています。 

一般世帯数に占めるひとり暮らし高齢者世帯の割合は 4.4％から 9.0％と増加しており、高

齢者のいる世帯に占めるひとり暮らし高齢者世帯の割合は 19.3％から 32.7％と増加していま

す。 

また、ひとり暮らし高齢者世帯・高齢者夫婦の世帯を合せた世帯数の割合をみると、平成７

年は一般世帯数の 10.2％、高齢者のいる世帯の 45.1％でしたが、平成 27 年は一般世帯数の

17.1％、高齢者のいる世帯の 62.2％になっています。 

 

高齢者のいる世帯数の推移                          （単位：人、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高齢者夫婦世帯は、夫 65 歳以上と妻 60 歳以上の夫婦１組の世帯 

【資料】国勢調査 

世帯数の推移 
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区   分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

一般世帯数 5,576 6,353 7,296 8,039 8,451 

高齢者のいる世帯数 1,265 1,499 1,702 1,987 2,316 

 

（一般世帯比） 22.7 23.6 23.3 24.7 27.4 

ひとり暮らし高齢者世帯 244 356 428 570 758 

（一般世帯比） 4.4 5.6 5.9 7.1 9.0 

（高齢者のいる世帯比） 19.3 23.7 25.1 28.7 32.7 

 

高齢者夫婦世帯 326 403 500 602 683 

（一般世帯比） 5.8 6.3 6.9 7.5 8.1 

（高齢者のいる世帯比） 25.8 26.9 29.4 30.3 29.5 

（世帯） （％） 
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高齢者のいる世帯の構成比の推移 
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（３）認定者数・認定率の推移 

介護保険事業状況報告における要介護等認定者数は、平成 27 年度では 588 人、平成 28 年度

では 604 人、平成 29 年度では 614 人となっています。また、認定率については、平成 27 年度

の 16.7％から平成 29 年度は 16.6％と横ばいとなっています。 

平成 29 年度認定の分布を見ますと、要介護１が 26.9％と最も多く、要支援１が 16.8％、要

支援２が 16.3％と軽度認定者の割合が多く６割を占めています。 

 

認定者数・認定率の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

認定者数・認定率の推移                             （単位：人、％） 

区   分 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

高齢者人口 3,521  3,607  3,701  

認定者数 588 100.0 604 100.0 614 100.0 

 

要支援１ 100 17.0 112 18.5 103 16.8 

要支援２ 89 15.1 90 14.9 100 16.3 

要介護１ 137 23.3 151 25.0 165 26.9 

要介護２ 84 14.3 86 14.2 84 13.7 

要介護３ 54 9.2 67 11.1 57 9.3 

要介護４ 72 12.2 57 9.4 62 10.1 

要介護５ 42 7.1 41 6.8 43 7.0 

認定率（65 歳以上人口比）  16.7  16.7  16.6 

【資料】介護保険事業状況報告（10月分） 

 

3,521 3,607 3,701 

588 604 614 

16.7 16.7 16.6 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成27年 平成28年 平成29年

第1号被保険者数 認定者数 認定率

17.0 

18.5 

16.8 

15.1 

14.9 

16.3 

23.3 

25.0 

26.9 

14.3 

14.2 

13.7 

9.2 

11.1 

9.3 

12.2 

9.4 

10.1 

7.1 

6.8 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年

平成28年

平成29年

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



宇多津町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画 

 14 

 

（４）認知症高齢者の状況 

本町の認知症高齢者は、平成 29 年度介護認定を受けている 614 人のうち、60.6％の 372 人

になります。要介護度別でみると、認知症高齢者は要介護１の方が最も多くなっていますが、

軽度の方が多く、要介護度が上がるにつれ、中・重度の認知症の方が占める割合が多くなって

います。 

 

平成 29 年度宇多津町要介護等認定者の日常生活自立度                  （単位：人） 

  自立 Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M 
Ⅱ以上

計 
合計 

要支援１ 42 29 14 14 2 2     32 103 

要支援２ 47 30 13 6 3 1 1   24 101 

要介護１ 16 25 27 55 25 5 8 2 122 163 

要介護２ 9 19 11 24 11 6 2 2 56 84 

要介護３ 7 8 7 10 13 5 5 2 42 57 

要介護４ 4 4 11 9 12 12 10 1 55 63 

要介護５ 1 1 5 3 12 4 14 3 41 43 

合計 126 116 88 121 78 35 40 10 372 614 

 

 

※グラフⅡa 以上の境界線を繋いで示している  

 

『認知症高齢者の日常生活自立度』 

Ⅱ：誰かが注意をしていれば自立できる 

Ⅱa：家庭外でのみ（道に迷うなど） 

Ⅱｂ：家庭内でも（１人で留守番ができない） 

Ⅲ：介護が必要である（着替え、排便排尿、食事が上手にできないなど） 

Ⅲa：日中が中心 

Ⅲｂ：夜間が中心 

Ⅳ：絶えず、介護を必要とする 

M：専門治療の必要性がある（遷延性意識障害などあり） 
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（５）介護保険給付費等の状況 

平成 27 年度から 28 年度の介護給付費の推移を見ると、通所介護、介護療養型医療施設など

が増加し、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護、特定福祉用具販売などが減少してお

り、介護給付費計の対計画比は平成 27 年度が 82.1％、平成 28 年度が 78.1％となっています。 

予防給付費においては、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具

貸与などが増加し、介護予防短期入所生活介護などが減少しており、予防給付費計の対計画比

は平成 27 年度が 72.4％、平成 28 年度が 54.4％となっています。 

総給付費の実績については、平成 27 年度（746,872,859 円）から 28 年度（762,533,966 円）

にかけて 2.1％のプラスとなっており、総給付費計の対計画比は平成 27 年度で 81.1％、平成

28 年度で 75.6％となっています。 

 

介護給付費の推移と対計画比                             （単位：円、％） 

 
平成 27 年度 平成 28 年度 

計画 実績 対計画比 計画 実績 対計画比 

（１）居宅サービス 403,026,000 336,491,171 83.5 431,267,000 357,983,986 83.0 

 訪問介護 58,567,000 37,849,522 64.6 64,752,000 41,043,712 63.4 

 訪問入浴介護 8,567,000 6,749,055 78.8 9,382,000 7,413,614 79.0 

 訪問看護 12,819,000 10,544,910 82.3 16,336,000 12,573,739 77.0 

 訪問リハビリテーション 3,846,000 3,577,081 93.0 4,687,000 3,314,476 70.7 

 居宅療養管理指導 5,516,000 4,672,935 84.7 6,689,000 5,297,159 79.2 

 通所介護 84,033,000 70,651,188 84.1 70,444,000 76,568,601 108.7 

 通所リハビリテーション 81,745,000 74,250,397 90.8 88,353,000 76,019,982 86.0 

 短期入所生活介護 39,791,000 30,855,129 77.5 43,989,000 33,246,046 75.6 

 短期入所療養介護 6,617,000 7,015,409 106.0 8,791,000 6,263,958 71.3 

 特定施設入居者生活介護 82,702,000 73,439,941 88.8 97,311,000 77,609,434 79.8 

 福祉用具貸与 17,723,000 15,896,154 89.7 19,233,000 18,165,236 94.4 

 特定福祉用具販売 1,100,000 989,450 90.0 1,300,000 468,029 36.0 

（２）地域密着型サービス 25,654,000 22,419,279 87.4 25,604,000 20,733,930 81.0 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 － 0 － － 0 － 

 夜間対応型訪問介護 － 0 － － 0 － 

 認知症対応型通所介護 － 0 － － 0 － 

 小規模多機能型居宅介護 － 0 － － 0 － 

 認知症対応型共同生活介護 25,654,000 22,419,279 87.4 25,604,000 20,733,930 81.0 

 地域定着型特定施設入居者生活介護 － 0 － － 0 － 

 地域定着型介護老人福祉施設入所者生活介護 － 0 － － 0 － 

 複合型サービス － 0 － － 0 － 

（３）住宅改修 2,200,000 1,159,601 52.7 2,281,000 1,335,696 58.6 

（４）居宅介護支援 34,432,000 28,589,406 83.0 35,459,000 32,729,990 92.3 

（５）施設サービス 365,930,000 293,557,831 80.2 387,681,000 287,590,172 74.2 

 介護老人福祉施設 176,231,000 152,054,159 86.3 181,542,000 142,109,738 78.3 

 介護老人保健施設 182,649,000 133,428,998 73.1 199,102,000 136,042,854 68.3 

 介護療養型医療施設 7,050,000 8,074,674 114.5 7,037,000 9,437,580 134.1 

介護給付費計 831,242,000 682,217,288 82.1 899,903,000 703,113,111 78.1 
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予防給付費の推移と対計画比                             （単位：円、％） 

 
平成 27 年度 平成 28 年度 

計画 実績 対計画比 計画 実績 対計画比 

（１）介護予防サービス 78,509,000 55,117,467 70.2 96,381,000 50,378,537 52.3 

 介護予防訪問介護 15,971,000 13,260,378 83.0 21,277,000 13,193,302 62.0 

 介護予防訪問入浴介護 120,000 0 － 120,000 0 － 

 介護予防訪問看護 2,486,000 1,561,447 62.8 3,765,000 2,184,301 58.0 

 介護予防訪問リハビリテーション 576,000 0 － 639,000 491,292 76.9 

 介護予防居宅療養管理指導 456,000 297,414 65.2 768,000 352,175 45.9 

 介護予防通所介護 16,886,000 12,577,840 74.5 21,295,000 11,080,006 52.0 

 介護予防通所リハビリテーション 23,444,000 15,011,304 64.0 26,709,000 12,768,804 47.8 

 介護予防短期入所生活介護 948,000 453,821 47.9 1,133,000 366,282 32.3 

 介護予防短期入所療養介護 120,000 115,848 96.5 120,000 112,095 93.4 

 介護予防特定施設入居者生活介護 14,573,000 8,644,847 59.3 17,069,000 5,653,179 33.1 

 介護予防福祉用具貸与 2,382,000 2,738,683 115.0 2,732,000 3,652,959 133.7 

 特定介護予防福祉用具販売 547,000 455,885 83.3 754,000 524,142 69.5 

（２）地域密着型介護予防サービス － 0 － － 0 － 

 介護予防認知症対応型通所介護 － 0 － － 0 － 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 － 0 － － 0 － 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 － 0 － － 0 － 

（３）住宅改修 2,044,000 1,860,684 91.0 2,554,000 1,555,718 60.9 

（４）介護予防支援 8,806,000 7,677,420 87.2 10,288,000 7,486,600 72.8 

予防給付費計 89,359,000 64,655,571 72.4 109,223,000 59,420,855 54.4 

 

総給付費の推移と対計画比                              （単位：円、％） 

 
平成 27 年度 平成 28 年度 

計画 実績 対計画比 計画 実績 対計画比 

総給付費（介護給付費+予防給付費） 920,601,000 746,872,859 81.1 1,009,126,000 762,533,966 75.6 
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２ 在宅介護実態調査結果からみる高齢者の状況 

（１）認定調査対象者について 

① 調査回答者の年齢構成 

調査回答者の年齢構成は、前期高齢者（65～74 歳）が 9.8％、後期高齢者（75 歳以上）が

86.7％でした。 

 

 

② 施設等への入所・入居の検討状況 

施設等への入所・入居の検討状況は、「すでに入所・入居申し込みをしている」が 8.6％、

「入所・入居を検討している」が 12.4％となっています。 
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③ 現在抱えている傷病 

現在抱えている傷病は、「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」が 29.6％で最

も多く、次いで「認知症」が 27.9％と多く、「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症

等）」23.2％、「心疾患（心臓病）」21.0％が多くなっています。 

性別でみると、男性は「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」が 30.7％、脳

血管疾患 24.0％、心疾患 24.0%が上位を占めるのに対し、女性は「認知症」が 31.2％、「眼

科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」28.6％、筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊

柱管狭窄症等）24.7％が多くなっているなど、男女差がみられます。 

年齢別でみると、75 歳未満では「糖尿病」「脳血管疾患（脳卒中）」が多いのに対し、75

歳以上は「認知症」「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」が多くなっています。 

29.6

27.9

23.2

21.0

17.6

15.0

12.9

12.4

5.6

4.7

1.7

1.3

1.3

25.8

3.4

2.1

3.0

0 10 20 30 40

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）

認知症

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

心疾患（心臓病）

変形性関節疾患

糖尿病

呼吸器疾患

脳血管疾患（脳卒中）

膠原病（関節リウマチ含む）

悪性新生物（がん）

難病（パーキンソン病を除く）

腎疾患（透析）

パーキンソン病

その他

なし

わからない

無回答

（％）n=233

 

[性別・年齢別 上位５項目] ※「その他」を除く 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

性
別 

男性 
(n=75) 

眼科・耳鼻科疾
患（視覚・聴覚
障害を伴うも

の） 
30.7％ 

脳血管疾患（脳卒中） 
心疾患（心臓病） 

 
 

24.0％ 

認知症 
 
 
 

21.3％ 

呼吸器疾患 
 
 
 

20.0％ 

女性 
(n=154) 

認知症 
 
 
 

31.2％ 

眼科・耳鼻科疾
患（視覚・聴覚
障害を伴うも

の） 
28.6％ 

筋骨格系疾患
（骨粗しょう
症、脊柱管狭窄

症等） 
24.7％ 

心疾患（心臓病） 
 
 

20.1％ 

変形性関節疾患 
 
 

19.5％ 

年
齢
別 

75 歳未満 
(n=29) 

糖尿病 
 
 
 

34.5％ 

脳血管疾患（脳
卒中） 

 
 

31.0％ 

筋骨格系疾患
（骨粗しょう
症、脊柱管狭窄

症等） 
20.7％ 

変形性関節疾患 
眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障

害を伴うもの） 
 

17.2％ 

75 歳以上 
(n=202) 

認知症 
眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障

害を伴うもの） 
31.2％ 

心疾患（心臓病） 
筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊

柱管狭窄症等） 
23.3％ 

変形性関節疾患 
 

17.8％ 
 

高血圧、脳梗塞、腰痛、股関節痛、

下肢痛など 
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④ 介護保険サービスの利用状況 

介護保険サービスの利用状況は、「利用した」が 61.8％、「利用していない」が 26.2％と

なっています。 

要介護度別でみると、要支援１・２の「利用した」は約５割、要介護１・２・３は約６～

７割、要介護４・５はすべての人が「利用した」と回答しています。 

 

⑤ 在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス 

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは「特になし」が 29.2％で最も多く

なっています。サービス・支援に回答があったものでは「移送サービス（介護・福祉タクシ

ー等）」が 21.0％で最も多く、次いで「外出同行（通院、買い物など）」17.6％となり、在宅

生活に必要なサービス・支援は外出支援のニーズが高いことが伺えます。以下、「配食」12.9％、

「掃除・洗濯」12.4％、「見守り、声かけ」9.9％となっています。 
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⑥ 家族介護の状況 

全体をみると、家族介護が「ほぼ毎日ある」が 39.9％、「ない」は 26.6％となっています。 

要介護度別にみると、要介護３以上になると一気に家族介護の割合が増えて「ほぼ毎日あ

る」「週に３～４回ある」が７～８割を占めています。要支援１～要介護２では「ほぼ毎日

ある」「週に３～４回ある」は約半数となっています。 
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（２）主な介護者について 

① 主な介護者の年齢 

主な介護者の年齢は、60 代以上が 70.4％を占めています。70・80 歳以上の老々介護は

31.4％、40・50 代の働き世代は 27.0％となっています。 

 

② 介護を理由とした退職 

家族や親族の中で、認定調査対象者の介護を主な理由として、過去１年の間に仕事を辞め

たか否かについて、「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が 71.7％で最も多く、

「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」3.8％、「主な介護者が転職した」1.9％、「主な

介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）」0.6％と、介護による離職・転職は合

わせると 6.3％になります。 
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③ 現在の生活を継続していくにあたって不安に感じる介護等 

不安に感じる項目では、要支援１・２の 40％近くが「外出の付き添い、送迎等」を、要介

護１～５全てにおいて 40～50％が「認知症状への対応」を選択しています。加えて、要介護

５では 67％が「夜間の排泄」を、要介護３・４では 33.3％が「日中の排泄」「夜間の排泄」

それぞれを、要介護２では 42％が「入浴・洗身」を選択しています。 

（％） 

 

調
査
数 

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 

合計 159 18.9 24.5 11.9 23.9 5.0 6.3 16.4 28.9 7.5 

要支援１ 33 12.1 12.1 0.0 18.2 6.1 6.1 18.2 39.4 6.1 

要支援２ 33 15.2 18.2 15.2 30.3 6.1 6.1 21.2 36.4 6.1 

要介護１ 35 28.6 37.1 20.0 22.9 8.6 0.0 11.4 17.1 14.3 

要介護２ 19 15.8 15.8 0.0 42.1 5.3 15.8 10.5 36.8 5.3 

要介護３ 18 33.3 33.3 22.2 5.6 0.0 11.1 27.8 16.7 5.6 

要介護４ 6 33.3 33.3 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 

要介護５ 6 0.0 66.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 

わからない 4 0.0 25.0 25.0 75.0 0.0 25.0 50.0 50.0 0.0 

 
 

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

な
い 

主
な
介
護
者
に
確
認
し
な

い
と
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 

合計 34.0 3.1 12.6 10.7 8.2 1.9 5.7 1.9 7.5 

要支援１ 24.2 6.1 18.2 12.1 6.1 3.0 6.1 0.0 18.2 

要支援２ 18.2 0.0 9.1 12.1 12.1 3.0 3.0 3.0 6.1 

要介護１ 48.6 0.0 14.3 5.7 11.4 0.0 5.7 0.0 2.9 

要介護２ 42.1 5.3 10.5 15.8 5.3 0.0 5.3 5.3 5.3 

要介護３ 38.9 0.0 11.1 11.1 0.0 5.6 11.1 0.0 5.6 

要介護４ 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 

要介護５ 50.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 

わからない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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④ 主な介護者の働き方の調整 

主な介護者の働き方の調整は「特に行っていない」が 52.2％となっているが、「労働時間

を調整」は 23.9％、「休暇を取りながら」は 10.9％、「在宅勤務」は 2.2％、「これら以外の

調整」は 21.7％となっており、半数の介護者が仕事と介護の調整をしています。 

 

 

⑤ 働きながら介護を続けられるか 

主な介護者が働きながら今後も介護を続けられるかについて、「問題なく、続けていける」

17.4％、「問題はあるが何とか続けていける」71.7％を合わせると 89.1％は続けていけると

回答しています。一方、「続けていくのは、やや難しい」と回答した方が 10.9％います。 
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⑥ 仕事と介護に効果のある支援策 

仕事と介護の両立に効果のある勤め先からの支援については、「労働時間の柔軟な選択（フ

レックスタイム制など）」が 30.4％と最も多く、次いで「介護休業・介護休暇等の制度の充

実」28.3％、「制度を利用しやすい職場づくり」23.9％、「自営業・フリーランス等のため、

勤め先はない」15.2％、「介護をしている従業員への経済的な支援」10.9％となっています。 
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３ 高齢者等の将来推計 

（１）人口推計 

本町の総人口は平成 30 年度の 19,229 人から、平成 32 年度には 19,413 人、平成 37 年度に

は 19,733 人と増加が見込まれています。高齢者人口も平成 30 年度の 3,890 人から平成 32 年

度には 4,033 人、平成 37 年度には 4,325 人と増加が見込まれています。 

また、高齢者人口に占める後期高齢者人口が平成 31 年度には前期高齢者より多くなり、平

成 37 年度には 2,416 人となり、介護や支援が必要な高齢者が増加するものと予測されます。 

 

高齢者人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者人口の推計                                 （単位：人、％） 

 
本計画期間 

平成 37 年度 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

総人口 19,229 19,320 19,413 19,733 

40～65 歳未満人口 6,457 6,535 6,615 6,808 

高齢者人口（65 歳以上） 3,890 3,961 4,033 4,325 

 
前期高齢者（65～75 歳未満） 1,968 1,979 1,990 1,909 

後期高齢者（75 歳以上） 1,922 1,982 2,043 2,416 

高齢化率（65 歳以上） 20.2 20.5 20.8 21.9 

 
前期高齢者（65～75 歳未満） 10.2 10.2 10.3 9.7 

後期高齢者（75 歳以上） 10.0 10.3 10.5 12.2 

 

19,229 19,320 19,413 19,733

3,890 3,961 4,033 4,325

20.2 20.5 20.8 21.9

0
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0

5,000
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20,000

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度
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（２）要介護・要支援認定者数の推計 

平成 27 年度から平成 29 年度の要介護度別、性・年齢別の出現率を勘案し、人口推計をもと

にしながら要支援・要介護認定者数を推計しました。 

計画期間となる平成30年度から32年度の間に、667人から724人と57人の増加が見込まれ、

平成 37 年度には 787 人を超える見込みとなっています。 

また、65 歳以上の高齢者人口に占める認定者割合は平成 30 年度の 17.1％から上昇傾向で推

移することが予想されます。 

 

要支援・要介護認定者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援・要介護認定者数の推計                          （単位：人、％） 

 
本計画期間 

平成 37 年度 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

第１号被保険者数 3,890 3,961 4,033 4,325 

認定者数 667 698 724 787 

 

要支援１ 121 126 132 149 

要支援２ 100 105 107 115 

要介護１ 176 187 193 203 

要介護２ 91 93 95 107 

要介護３ 65 68 73 79 

要介護４ 65 68 69 76 

要介護５ 49 51 55 58 

第１号被保険者認定率 17.1 17.6 18.0 18.2 

 

3,890 3,961 4,033 
4,325 

667 698 724 787 

17.1 17.6 18.0 18.2 
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第1号被保険者数 認定者数 認定率

18.1 

18.1 

18.2 

20.6 

15.0 

15.0 

14.8 

15.9 

26.4 

26.8 

26.7 

28.0 

13.6 

13.3 

13.1 

14.8 
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9.7 

10.1 
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第４章 施策の展開 

 27

 

第４章 施策の展開 
 

基本方針に基づく施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１ 医療・介護・保健・福祉の連携の推進 

１－２ 地域包括ケアシステムの深化 

１－３ 生活支援体制の整備・充実 

１－４ 高齢者向け住まいの充実 

１－５ 地域における支え合いの仕組みづくり 

２－１ 生涯を通じた健康づくり 

２－２ 高齢者の社会参加・生きがいづくり 

２－３ 介護予防の推進 

２－４ 居場所づくり、交流の場づくり 

３－１ 福祉教育の充実 

３－２ 福祉のまちづくりの推進 

３－３ 防犯・防災・交通安全対策の推進 

３－４ 災害時における高齢者支援体制の確立 

３－５ 高齢者の権利擁護の推進 

３－６ 認知症施策の推進 

３－７ 質の高い介護・福祉人材の確保及び育成 

基本方針 基本理念 施策展開 

住み慣れた地域で支えあいながら暮らせるまちづくり 基本方針１ 

生きがいを持ち元気に暮らせるまちづくり 基本方針２ 

安心して暮らせるまちづくり 基本方針３ 

誰
も
が
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
元
気
で
、
生
き
が
い
を
持
ち
、 

尊
厳
を
保
ち
な
が
ら
笑
顔
で
、
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
社
会
の
実
現
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基本方針１ 住み慣れた地域で支えあいながら暮らせるまちづくり 

１－１ 医療・介護・保健・福祉の連携の推進 

今後も高齢化社会はさらに進行していくと予想され、医療・介護の需要が増加することが見

込まれています。医療や介護が必要になっても、可能な限り住み慣れたこの町で暮らし続ける

ことができるよう、地域包括ケアの実現に向けて、医療・介護・保健・福祉等の多職種と協働

して、安心して暮らせる地域の支援体制を整備していきます。 

 

（１）在宅医療・介護連携の推進 

高齢化の進展に伴い、在宅医療・介護への需要はますます高まると予想されているが、医師

会と連携しながら、地域の課題を検討しつつ、在宅医療を支える基盤づくりや多職種連携の取

組みを推進し、切れ目なく適切に支援できるよう体制整備に取り組んでいきます。 

Ｈ29 年 4 月坂出市医師会に在宅医療・介護連携推進事業を委託しました。医師会内に「在宅

医療介護連携支援センター」を設置し、コーディネーターを 1名配置しています。地域住民や

医療・介護の関係者からの相談に対応しています。多職種対象に専門研修等を開催して、顔の

見える関係づくりや円滑なネットワークの構築を図っていきます。 

 

【在宅医療・介護の連携（イメージ）】 
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 【在宅医療・介護連携推進事業の内容】 

 

 

（２）かかりつけ医の確保の推進 

高齢化の進展に伴い、医療・介護の需要が増加することが見込まれ、限りある医療機能の分

化・連携を推進し、地域において必要な医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地

域包括ケアシステム」の構築が求められているところです。この取組のキーパーソンとして「か

かりつけ医」の役割が改めて重要になっています。服薬管理、健康管理等を包括的に行う「か

かりつけ医」を持つことへの普及を推進し、かかりつけ医との連携を強化し、医療・介護の情

報共有、必要な医療・介護サービスの確保を図っていきます。 

そして、住民自らが在宅医療や介護予防等に関する知識を深め、地域全体で在宅医療・介護

を支えられるよう、講演会や出前講座等を通じて、意識啓発を図ります。 

 

ア 地域の医療・介護の資源把握 

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

エ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

カ 医療介護関係者への研修 

キ 地域住民への普及啓発 

ク 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 
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１－２ 地域包括ケアシステムの深化 

高齢者が認知症や要介護状態になっても、可能な限り、住み慣れた地域の中でその有する能

力に応じ自立した生活を営むことができるよう、保健、医療、介護、予防、住まい、生活支援

等が、包括的に確保されるよう引き続き地域包括ケアシステムの構築に努めていきます。 

また、地域共生社会の実現に向けて、地域住民と協働し、公的な体制による支援とあいまっ

て、地域や個人が抱える生活課題を解決していくことができるよう「我が事・丸ごと」包括的

な支援体制の整備を図っていきます。 

 

（１）地域包括ケアシステム構築の中核機関である地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を推進する中核的な機

関として、位置づけられています。 

センターの基本的な役割はもとより、さらに、「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策

の推進」、「地域ケア会議の推進」、「介護予防の推進」、「生活支援サービスの体制整備」などの

地域支援事業を充実させて、地域包括ケアシステムを深化させていくことが求められています。 

高齢化の進展、相談件数の増加、それに伴う役割の拡大に伴う業務量の増加に応じて人員体

制の強化を図ることが必要であり、Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）

の４段階（以下「ＰＤＣＡサイクル」という）を繰り返すことにより、継続的な評価・点検の

取組を強化し、併せて、情報の公表についても検討していきます。 

【地域包括支援センターの体制】 

項目 方針 

１ 設置場所 

及び 

設置箇所数 

センターの設置に係る担当圏域については、人口規模、運営財源や専門職の人材確保の状況、

地域における保健福祉圏域（生活圏域）との整合性に配慮し、最も効果的・効率的に業務が行

えるよう、市町村の判断により設定するものとされており、本町においては、保健センター内

に１カ所設置しています。 

今後も、本町の保健福祉の中心として隣接する本庁舎内の行政の介護保険業務や保健・福祉

業務の担当課との情報交換や共有、連携等を図るとともに、地域の実情に応じた福祉活動を展

開してきた地域の関係機関との協働体制を強化し、人的及び情報のネットワーク化を進めてい

きます。 

２ 運営体制 公平・公正な包括的支援事業を行う趣旨から、町の直営で運営します。 

３ 職員体制 

主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師、専任の事務職員等、各職種が携わる事業につい

て区分が示されていますが、あくまで主体となる事業であり、これに限定されることなく各職

種が協働して（チームアプローチ）事業を行っていきます。 

本町では、平成 29 年度現在、主任介護支援専門員 1 名、社会福祉士 2 名、保健師 1 名、介

護支援専門員 2 名、看護師 1 名、事務職員 3 名の 10 名体制で行っています。 

４ 介護予防 

サポーター 

介護予防サポーター養成講座を修了した方に対して、介護予防サポーターとして委嘱してい

ます。年２回の定例会の他、集いの場こすもす等の介護予防事業でのサポート活動や地域での

高齢者の声かけ、見守り支援を行っています。 

５ 認知症 

サポーター 

認知症サポーター養成講座を修了した方に対して、認知症サポーターとして委嘱します。年

２回の定例会の他、認知症カフェや脳トレ教室でのサポート活動や地域での高齢者や認知症の

方への声かけ、見守り、家族支援を行います。 

６ 推進体制 

地域包括支援センターの運営にあたっては、その公正・中立性を確保し、円滑かつ適正な運

営を図る観点から、介護サービス利用者、サービス事業者、被保険者及び職能団体等の委員で

構成される「宇多津町地域包括支援センター運営協議会」を設置しています。 
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（２）地域ケア会議の充実・強化 地域課題の抽出と解決策 

「地域ケア会議」は、多職種協働による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すすめていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法といわれて

います。高齢者のもつ個別課題について分析を積み重ね、解決策の検討を図るとともに、地域

に共通した課題を明確化して、その解決に必要な資源開発や地域づくりを検討し、地域支援ネ

ットワークを強化し、さらに施策提言へとつなげて基盤整備を図っていく機能を持っています。 

本町では、平成 26 年から多職種協働にて地域ケア会議（推進会議にあたる）を開催、平成

27 年からは隔月定例開催しています。医療・介護の関係者、民生委員や権利擁護に関わる地域

の支援者が集まり、個別事例の課題分析、地域課題の抽出・解決策の検討を重ね、地域づくり

や資源開発の検討を行っています。高齢者の自立支援や重症化の防止に向けたケアマネジメン

トの充実を図り、顔の見える関係で地域支援ネットワークも築いていきます。また、地域包括

支援センターの運営協議会を地域ケア会議の代表者会議に位置づけ、年２回開催し、活動を報

告していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域包括ケアシステム 

の実現へ 

施策形成 

社会基盤整備・介護保険事業計画等の 

行政計画への位置づけなど 

地域課題の抽出・解決策の検討 

地域ケア会議（推進会議） 

 

宇多津町地域包括支援センター 

個別ケア会議 

資源開発・地域づくりの検討 

地域支援ネットワーク 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

認知症疾患ｾﾝﾀｰ 

在宅医療
介護連携
支援ｾﾝﾀｰ 

薬剤師 

歯科衛生士 

管理栄養士 

社会福祉協議会 

司法書士 

社会福祉士 

介護ｻｰﾋﾞｽ 

施設・事業者 

坂出市医師会 

民生委員 
作業療法士 

理学療法士 

保健師等 

県保健福祉事務所 

介護支援専門員 

地域ケア会議のイメージ図 
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１－３ 生活支援体制の整備、充実 

ひとり暮らし高齢者や夫婦のみの高齢者世帯が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が

増加する中、生活支援の必要性が増加しています。このため、平成 26（2014）年度の介護保

険制度改正において、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備の推進が盛り込まれ

ました。 

高齢者の支援ニーズと地域資源の把握や、ボランティア等の生活支援の担い手の養成など

を行う「生活支援コーディネーター」の配置と、ボランティアやＮＰＯ、社会福祉法人等の

多様な主体間との定期的な情報共有と連携・協働による資源開発等の取組みを推進すること

を目的として、生活支援コーディネーターを組織的に補完する「協議体」の設置が、介護保

険法の地域支援事業に「生活支援体制整備事業」として位置づけられ、本町においてもこの

ような国の方針を踏まえつつ、平成 28 年度より生活支援コーディネーターを配置し、事業

を進めております。 

また、平成 29 年 4 月には、協議体として地域支え合い「陽だまり うたづ」（協議体委員

16 名）が発足しました。住民主体で目指す地域づくりや方向性などを定期的に話し合い、地

域の自主的な取組を促進し、地域課題や目指す地域像を共有するため、生活支援コーディネ

ーターとともに地域の方と一緒に、地域の社会資源調査、ニーズ、マップの作成等をおこな

っており、今後とも住民主体による地域支え合いの推進を関係機関と連携を図りながら、生

活支援体制の整備・充実に向けた取組みを進めます。 

 

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 

介護予防・生活支援サービス事業の実施にあたっては、市町村が中心となって、元気な高

齢者をはじめ、住民が担い手として参加する活動や、ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議

会、地縁組織、協同組合、民間企業、シルバー人材センターなどの多様な主体による多様な

サービスの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進していく

ことが必要とされています。 

このため、市町村は、地域支援事業に新たに設けられた介護予防・生活支援サービスの体

制整備を図るための生活支援体制整備事業を活用しながら、地域において多様な主体の活動

を支援することが求められています。具体的には、生活支援コーディネーター（地域支え合

い推進員）を中心に、生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い

手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化等を行います。 

本町では、生活支援コーディネーター２名の配置を委託し、協議体の委員と連携・協働し

ながら、積極的に地域に入り、地域にあるいろいろな活動や支え合いを発掘し、また課題が

あれば住民のみなさんと共有し話し合い、解決できるようじっくりと地域と関わり、事業を

進めていきます。 
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（２）生活支援サービスの充実 

① 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス助成事業 

高齢者が清潔で快適な生活が過ごせるよう、使用する寝具の衛生管理と介護者の負担軽減

を図ることを目的として、日常生活に欠かせない寝具等の洗濯、乾燥、消毒費用の一部を助

成しています。 

 

実施状況                                       （単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み） 

延べ利用人数 0 0 0 

【施策の方向】 

家族介護者の精神的・経済的な負担等を軽減するためにも、今後も継続して実施しますが、

利用者がいないことから、要件、実施方法等の見直しを検討します。 

また、民生委員や介護支援専門員に事業の周知を図り、利用促進に努めます。 

 

 

② 福祉タクシー助成事業 

高齢者の移動を支援するため、車など交通手段が無く、外出が困難な町内高齢者及び重度

心身障害者等を対象に、500 円のタクシー券を年間 20 枚（10,000 円分）交付しています。 

 

実施状況                                       （単位：枚） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み） 

利用枚数 18,640 19,094 19,500 

【施策の方向】 

高齢者が自らの意思で外出し移動することは、豊かな日常生活を送るうえでも非常に重要

なことであるとともに、移動支援に対するニーズが高いことから、サービスを引き続き実施

し、高齢者の外出や移動を支援します。 

また、必要な高齢者が利用できるよう、サービスに関する啓発・広報の充実に努めます。 

 

 

③ 緊急通報装置貸与事業 

ひとり暮らし高齢者等を対象に、24 時間体制で、急病や災害時の緊急時にボタンを押せば

安心センターへつながり、近隣の協力者や離れて暮らす家族等に緊急事態を知らせる緊急通

報装置の貸与を行っています。 

 

実施状況                                       （単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み） 

利用人数 34 34 40 

【施策の方向】 
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利用者によっては緊急時の連絡先が家族ではなく日常生活支援相談員や介護支援専門員

等を記載している利用者もあり、24 時間対応が求められ、負担が増えています。 

また、今後も高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯などが増えていくことが予想され、

緊急時の連絡手段へのニーズは高まることから、引き続き事業を実施するとともに、屋外に

出ても通報可能な携帯電話型の機器への更新など、多様なニーズへの対応を図ります。 

また、地域住民、民生委員、介護支援専門員等との連携を深め、必要な対象者の把握を進

めるとともに、定期的な安否確認や救急対応などの実施体制を検討し、地域における助け合

いや支え合いによる地域ケア体制の充実を図っていきます。 

 

 

④ ふれあいいきいきサロン助成事業（社会福祉協議会） 

高齢者、児童、障害者（児）、子育て中の親など地域で孤立しがちな人を対象に、コミュ

ニティ会館、自治会館等で、気軽に楽しく自由に集まって好きなことをして仲間づくりがで

きる交流の場としてのサロンを立ち上げる際に助成しています。 

 

実施状況                

 平成 29 年度（見込み） 

総件数 28 サロン 

【施策の方向】 

介護予防サポーターや認知症サポーター、まんでがん体操のリーダーなど地域の支援者の

発掘や育成を行うとともに、サロンがない地域に出向き、サロンについて説明を行い、サロ

ン活動の拡大を図っていきます。 

 

 

⑤ 在宅寝たきり高齢者・認知症高齢者介護見舞金 

在宅で 65 歳以上の寝たきり高齢者・認知症高齢者を常時介護している人に対して、一人

当たり 60,000 円／年の介護見舞金を支給しています。 
 

実施状況                                       （単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み） 

利用人数 10 8 15 

【施策の方向】 

在宅で高齢者を介護されている家族への経済的支援策として、今後も継続して実施します。 
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⑥ 給食サービス事業 

75 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯、65 歳以上の高齢者のみの世帯

で、世帯全員が要介護１以上の方に、週に一度、「お昼の弁当」を配達しています。 

食事の調理が困難な在宅高齢者に対し食事の提供を援助するとともに、該当利用者の安否

確認を行うことにより、自立した生活を支援し、高齢者福祉の向上を図ることを目的としま

す。 
 

実施状況                                       （単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み） 

実利用人数 109 111 102 

延利用人数 4,919 5,124 4,930 

【施策の方向】 

在宅のひとり暮らし高齢者等に安定した食事を提供することにより、高齢者福祉の向上を

図るため、継続して実施します。 

今後は、歩いて行ける地域の居場所等を活用し、集まって会話をしながら一緒に食事を摂

ることによって、「孤食」を減らす活動も検討していきます。 

 
 

⑦ 生きがい活動支援通所事業 

家に閉じこもりがちな高齢者に対して、デイサービスセンターにおいて各種のサービスを

利用することで心身機能の維持向上等を目的として実施してきました。 

 

実施状況                                       （単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実利用人数 5 5 
総合事業に移行 

延利用人数 268 229 

【施策の方向】 

平成 29 年度より介護予防･日常生活支援総合事業の実施に伴い、総合事業のサービス、基

本チェックリストの実施、通所型サービスの説明を行い、事業を移行しています。 
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１－４ 高齢者向け住まいの充実 

高齢者が住み慣れた地域・住宅で暮らし続けていくために、自宅での生活が困難となった場

合の選択肢として、「施設」「住宅」などの多様な「住まい」の場を確保していくことが必要と

なります。また、病院や老人保健施設を退所した際の受け皿の整備が求められており、必要な

医療・福祉サービスが提供できる在宅の生活の場が求められています。 

 

（１）高齢者の多様な住まいの確保 

高齢者向けの住まいとして、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウ

ス）、サービス付き高齢者向け住宅、高齢者向け優良賃貸住宅等があり、個々の状況に応じて

入居・入所することができ、いずれも生活相談や食事の提供など生活上必要な援助のほか、一

部の住まいでは介護サービスをあわせて提供することもあります。 

 

① 養護老人ホーム 

養護老人ホームは、65 歳以上の方で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養

護を受けることが困難な方が入所する施設です。利用者が自立した日常生活を営み、社会的活

動に参加するために必要な指導および訓練その他の援助を行うことを目的としています。 

本町においては、丸亀市や琴平町などの近隣市町の施設を利用しています。 

【施策の方向】 

今後は民生委員との連携を深め、在宅の要援護者の実態把握を行うことで高齢者のニーズを

的確に把握しつつ、対応を進めていきます。 

 

② 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

ケアハウスは、60 歳以上で身体的機能の低下や高齢などのため、独立して生活することが困

難な者などに対し、自立した生活が継続できるよう、各種相談や食事、入浴などのサービスが

受けられる施設です。また、入所者が介護を必要とする状態となった場合には、外部から訪問

介護員を派遣してもらうなど介護保険によるサービスが利用でき、高齢者ができる限り自立し

た生活が送れるよう配慮された施設となっています。 

本町においては、町内に１ヶ所整備されています。 

今後はひとり暮らし高齢者の増加や多様な居住形態を望む高齢者の増加が予想されること

から、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう高齢者のニーズを的確に把握し、広域

的な連携によって対応していきます。 
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③ サービス付き高齢者向け住宅 

サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、生活

支援サービスを提供する住まいです。 

【施策の方向】 

事業者の参入の動向に注視し、県とも連携をとりながら、介護保険サービス等に関する指

導・助言を行うなど、住宅の整備が適正に行われるよう取り組みます。また、町内でサービス

付高齢者向け住宅が整備され、介護保険サービスが提供される場合は、ケアプランやサービス

内容の評価、また必要に応じ事業者に対する指導・助言を実施し、サービス提供の適正化に努

めます。 

 

（２）住宅部局との連携 

民間の空き家、空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者

の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設など、住宅セーフティネット機能を強化するため

の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が

成立し、平成 29 年 10 月 25 日から施行されました。 

本町においては、空き家の活用や公営住宅などによる低廉な家賃の住宅の確保等について、

県や町の住宅関係部局と連携し、検討を進めていきます。 

 

 
 

１－５ 地域における支え合いの仕組みづくり 

かつて我が国においては、地域の相互扶助や家族同士の助け合いにより人々の暮らしが支え

られてきました。日常生活における不安や悩みを相談できたり、世帯の状況の変化を周囲が気

づき支えるという人間関係が身近にあり、子育てや介護など支援が必要な時も地域や家族が主

にそれを担っていました。公的支援も、疾病や障害、介護、出産、子育てと対象者ごとに制度

も整備されてきました。しかしながら、昨今、様々な分野の問題が絡み合い複雑化していたり、

複合的な支援を必要とする世帯も見られます。 

さらに、急速な人口減少は、支援に必要な専門の人材を確保することが難しくなることが懸

念されています。身近な地域で、住民同士が主体的にお互いを気遣い、助け合い支えあう地域

づくりを目指します。 

 

（１）生活支援コーディネーターを中心に協議体による地域づくり 

地域でのつながりを深め、助け合いを広げていくためには、お互いを尊重しつつ、気にかけ

て見守ったり、ちょっとした困りごとを助けあう意識の醸成や新たな担い手づくり等を目指し、

交流の場での座談会やみんなで支え合うまちづくりフォーラムを今後開催していく予定です。  

また、生活支援コーディネーターを中心に協議体を設置し、高齢者を支える地域の支え合い

の体制づくりを目指して生活支援体制整備事業を平成 29 年度より進めているところです。 
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（２）「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現 

高齢者、障害者、子どもなど対象者ごと、生活に必要な機能ごとに、公的支援制度や様々な

機関・専門職等が暮らしを支えてきています。しかし、子育てと介護を同時に抱える世帯や高

齢者が高齢者を介護する老老介護・認認介護の課題、80 代の親と働いていない 50 代の子が同

居する生活困窮世帯など、複合的な課題を持つ世帯が増えており、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「地域共生社会」に向けた取組みを推進して

いきます。 

 

（３）高齢者の見守り体制の充実・強化 

近年、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加しており、高齢者が地域社会から孤立し

て生活することによる高齢者の孤独死が社会的に問題となっており、地域における安否確認や

見守り活動が必要な状況となっています。 

このような中、地域で虚弱な高齢者を支え、見守り支援を続けていくためには、民生委員や

近隣住民のみならず民間事業者も含めた地域ぐるみの理解と協力が得られるような環境づく

りを進めて、民生委員・近隣住民・民間事業者等の協力を得ながら高齢者の見守り体制を強化

していきます。 
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基本方針２ 生きがいを持ち元気に暮らせるまちづくり 

２－１ 生涯を通じた健康づくり 

本格的な高齢化社会において、できる限り健康で生きがいを持って暮らしたいという住民意

識の高揚とともに、生活習慣（生活様式や食生活など）の改善や健康に有益な行動変容などへ

の関心が高くなってきています。また、「自立して健康に暮らす」という生活の質を捉えた指

標として健康寿命が重要となっています。 

今後も、宇多津町健康増進計画に基づき、保健センターを拠点に多様な健康づくり活動を支

援する環境整備の推進を図ります。 

また、医療、福祉、介護、地域等の連携により、地域に密着した切れ目のない支援の充実を

目指します。 

 

（１）生活習慣の改善、生活習慣病の発症・重症化予防 

健康増進の総合的な推進を図るためには、栄養・食生活、休養、身体活動・運動、歯の健康、

喫煙、飲酒などの生活習慣の改善が重要です。このことから、赤ちゃん期からの望ましい生活

習慣の確立や、生活習慣改善への行動変容を促進します。 

また、生活習慣病は、壮年期以降に発症することが多く、高齢期においては身体機能や生活

の質を低下させ、寝たきりの原因となることから、早期からの発症予防・重症化防止に努めま

す。 

 

（２）保健サービスの充実 

① 各種健診（検診）事業 

国民健康保険加入者のうち 40 歳～74 歳の方に対して『特定健康診査』、後期高齢者医療保険

加入者（75 歳以上）に対して『後期高齢者健康診査』をそれぞれ実施しています。 

また、がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん・前立腺がん）、歯周病

予防検診については希望調査を行い受診率向上のため啓発活動を図っています。受診希望調査

取りまとめ直後にがん検診日程（検診予定日）を通知したり、日曜日の検診日を増やすなど、

受診率の向上に努めています。なお、平成 28 年度にがん検診の受診率が下がっているのは、

この年度より、対象者の算定方法が変更になったことによるものです。 
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各種健診（検診）事業 実施状況                         （単位：人、％） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み）

実施人員 受診率 実施人員 受診率 実施人員 受診率 

特定健康診査 745 33.8 784 35.8 741 35.1 

後期高齢者健康診査 543 33.7 579 37.0 600 37.5 

胃がん検診 1,292 30.4 1,191 22.5 1,200 22.0 

子宮頸がん検診 1,454 38.0 1,379 18.2 1,400 18.0 

肺がん検診 1,865 43.8 1,771 33.5 1,800 33.0 

乳がん検診（マンモグラフィ併用） 728 26.9 732 15.7 750 15.0 

乳がん健診（視触診のみ） 779 20.4 780 10.3 780 10.0 

大腸がん検診 1,948 45.8 1,947 36.8 2,000 37.0 

前立腺がん検診 353 25.9 226 8.3 250 10.0 

肝炎ウイルス検査 213 16.4 155 13.7 160 15.0 

歯周病予防検診 207 8.8 189 2.6 191 3.0 

【施策の方向】 

利用者の拡大を図るために、対象者の把握及び受診勧奨を行い、初回受診者の増加に努める

とともに、受診しやすい環境整備を進め、受診率の向上を図ります。また、効果のある健診（検

診）が実施できるように、精度管理に努めます。 

さらに、健診後には健診結果を活用し、特定保健指導による個別指導の充実を図るとともに、

健康教室や健康相談の実施など体系的な疾病予防・健康増進に努めます。 

 

② 保健事業 

町民の健康づくりを支援するために健康教育や健康相談などの保健事業の充実を図ってい

ます。健康教室は、「いきいき栄養教室」や「元気もりもり運動教室」などにより生活習慣病

の予防・健康増進など、健康の保持増進に資することを目的として実施しています。 

健康相談は、保健師による血圧測定や体内脂肪測定などを行う「健康相談」や管理栄養士に

よる糖尿病や高血圧など病態別の「栄養相談」、臨床心理士による「こころの相談」を実施し、

心身の健康に関する総合的な相談を行っています。 

 

保健事業 実施状況                                 （単位：回、人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み）

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 

健康教室 
栄養教室 12 221 12 233 12 240 

運動教室 97 3,565 95 2,943 96 3,000 

健康相談 

健康相談 45 633 48 626 48 630 

栄養相談 32 50 37 49 37 50 

こころの相談 11 21 12 9 12 20 

【施策の方向】 

広く町民に対して健康に関する自覚を高め、生活習慣病の予防・健康増進等の正しい知識の

周知徹底を図るとともに、効果の高い事業の企画・実施に努めます。 
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特に、高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病と内臓脂肪型肥満が合併した状態 

（メタボリックシンドローム）になると、動脈硬化のリスクを大きくし、心臓病や脳卒中の発

症につながります。メタボリックシンドロームについての知識の普及に努めるとともに、ハイ

リスクな人への啓発や事後指導の充実を図ります。 
 

（３）健康寿命の延伸 

高齢者が生涯にわたり心身ともに健康で暮らすことができるよう、健康障害の予防に関する

情報の提供や健康教室や特定健診後に実施している個別健康相談を活用した個別の保健指導

等の取り組みを推進し、健康寿命の延伸を図ります。 

 

（４）8020 運動や歯・口腔の健康づくり 

医療・介護サービスに関わる職種の人に対し、歯科医師会の協力のもと、定期的に研修会を

開催し、それぞれのサービス事業者で、口腔ケアを通じた疾患予防に取り組むための支援を強

化します。 

また、介護老人福祉施設・介護老人保健施設等の施設職員への口腔ケアの技術研修を実施す

るとともに、歯科医師会等や個々の歯科医療機関等の連携を強化し、自己チェック方法の周知

など、口腔ケアの向上に向けた取組を進めます。 

 

 

２－２ 高齢者の社会参加・生きがいづくり 

高齢者が自立し、生き生きと地域社会で過ごしていくためには、高齢者が活躍できる生きが

いを見つけることが大切です。高齢者の培ってきた経験や能力を発揮できる場の提供や生きが

いづくりの推進を図ることができるよう、様々な取組みを支援します。 

 

（１）高齢者の雇用・就業機会の確保や役割の創出 

高齢者の知識と経験は、地域社会を支える貴重な社会資源であり、今後その必要性は益々高

まります。この資源を活かし、高齢者が地域社会で活躍できるよう、支援を行います。 

 

（２）老人クラブ活動の促進 

高齢者が増加していく状況の中で、元気な高齢者の生きがいづくりや、友愛活動等のボラン

ティア活動を中心とした社会参加の促進は重要な役割となっていることから、老人クラブ間の

交流促進や、生涯学習活動などとも連携を図りながら、地域に魅力あるクラブづくりや加入促

進を図り、活動の活性化に努めていきます。 

本町においては、会員の減少と高齢化により、役員の後継者がいないことや、財源が少ない

こと、さらには行事に参加する会員が限られてしまうこと等が課題となっており、今後は、老

人クラブならではの活動を精選・活発化し、地域に対し重要な役割を担っていることの自覚と

やりがいを醸成し、老人クラブの魅力化を図り、会員増加やクラブ活動の活性化に努めます。 

 



宇多津町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画 

 42 

 

老人クラブ別会員数（平成 29 年 4 月 1 日 現在）                      （単位：人） 

クラブ名 男性 女性 合計 

青山会 42 69 111 

長寿会 17 35 52 

長生会 13 36 49 

福壽会 8 36 44 

第一白壽会 28 54 82 

小富士会 36 51 87 

若草会 17 26 43 

壽会 9 25 34 

親交会 16 32 48 

親生会 25 50 75 

第二白壽会 16 32 48 

すみれ会 16 22 38 

合計 243 468 711 

 

（３）シルバー人材センターの充実 

高齢者の豊かな経験や技能を活用するための基盤として、関係機関との連携をさらに強化し、

就労先の確保と促進を図りながら、高齢者の就業機会の提供を拡大するため、引き続きシルバ

ー人材センターへの支援を充実させます。また、会員組織活動の強化、受注の拡大などに向け

た技能講習の充実など、自主的な活動の活性化を促進していきます。 
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２－３ 介護予防の推進 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の推進 

高齢者が住み慣れたまちで暮らし続けることができることを目指す、地域包括ケアシステム

において、介護予防の時期を支える取組みとして宇多津町では平成 29 年４月から、介護予防・

日常生活支援総合事業を開始し、高齢者が要支援・要介護状態となることを防ぐ介護予防の取

組みを進めています。 

総合事業対象者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供し

ていくため、今後は、地域のボランティアなどと多様なサービスの創出に向けて連携し、地域

の社会資源やニーズに即したサービスの提供体制づくりを進めます。 

また、一般介護予防事業については、地域で暮らすすべての高齢者が、少しでも長く地域に

おいて自立した日常生活を継続し、自らの社会参加によって役割や生きがいを持って生活がで

きるような自立支援に役立つ取組みを推進し、要介護状態になっても生きがいや役割をもって

生活できる地域の実現を目指します。 

 

介護予防・生活支援サービス事業の種類 

サービス名称 
実施方法 

サービス提供者 
サービス内容 取組み 

訪問介護 

（現行の訪問介護相当） 

町指定事業者 

訪問介護事業者 

訪問介護員による身体介護、生活

援助 
実施中 

訪問型サービス A 

（緩和した基準によるサービス） 

町指定事業者 

雇用労働者 
生活援助等 

指定事業

所なし 

訪問型サービス B 

（住民主体による支援） 

補助（助成） 

ボランティア主体 

住民主体の自主活動として行う

生活援助 
申請なし 

訪問型サービス C 

（短期集中予防サービス） 

直接実施/委託 

保健・医療の専門職 

保健師等による居宅での相談指

導等（３～６ヵ月の短期間） 

実施 

検討中 

訪問型サービス D 

（移動支援） 

訪問型サービス B に 

準じる 
移送前後の生活支援 申請なし 

通所介護 

（現行の通所介護相当） 

町指定事業者 

通所介護事業者の従事者 

通所介護と同様のサービス 

生活機能向上のための機能訓練 
○ 

通所型サービス A 

（緩和した基準によるサービス） 

町指定事業者 

主に雇用労働者とボラン

ティア 

 

ミニデイサービス 運動・レクレ

ーション等 
○ 

通所型サービス B 

（住民主体による支援） 

補助(助成) 

ボランティア主体 

体操、運動等の活動など、自主的

な通いの場 
申請なし 

通所型サービス C 

（短期集中予防サービス） 

直接実施/委託 

保健・医療の専門職 

生活機能を改善するための運動 

器の機能向上栄養改善等のプロ 

グラム 

実施 

検討中 
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介護予防・生活支援サービス事業の見込・計画数値  （単位：千円、人） 

項目／年度 見込 計画数値 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問型 

訪問型  現行相当 
事業費（千） 

利用人数（人/月） 

7,000 

50 
14,705 14,955 15,194 

訪問型サービス A 
事業費（千） 

利用人数（人/月） 
0 0 0 0 

訪問型サービス B 
事業費（千） 

利用人数（人/月） 
0 

500 

5 

100 

10 

200 

20 

訪問型サービス C 
事業費（千） 

利用人数（人/月） 
0 

500 

5 

500 

5 

500 

5 

訪問型サービス D 
事業費（千） 

利用人数（人/月） 
0 0 0 0 

通所型 

通所型 現行相当 
事業費（千） 

利用人数（人/月） 
6,000 12,349 12,559 12,760 

通所型サービス A 
事業費（千） 

利用人数（人/月） 

1,012 

10 

600 

5 

650 

5 

650 

5 

通所型サービス B 
事業費（千） 

利用人数（人/月） 
0 

500 

5 

100 

10 

150 

15 

通所型サービス C 
事業費（千） 

利用人数（人/月） 
0 

700 

10 

700 

10 

700 

10 

 

（２）一般介護予防事業の充実 

一般介護予防事業は、高齢者を年齢や心身の状況によって分け隔てることなく、介護予防を

推進することを目的として実施します。地域においてリハビリテーション専門職等を活かした

自立支援に資するよう、地域の実情に応じた効果的・効率的な取組を推進していきます。 

また、住民主体の通いの場がより充実し、継続していけるような支援、そうした活動を支え

る人材の育成を図っていきます。 

 

① 介護予防把握事業 

地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等何らかの

支援を要する者を早期に把握し、一般介護予防教室や住民主体の介護予防事業に繋げていきま

す。 

 

② 介護予防普及啓発事業 

介護予防に資する基本的な知識啓発、運動、栄養、口腔の清潔などにかかる介護予防教室を

実施し、講演会や相談会を開催していきます。 

 

③ 地域介護予防活動支援事業 

住民主体の「まんでがん体操」や「いきいきサロン」などさまざまな活動を支援し、身近な

地域で誰でも参加できる介護予防の展開を推進していきます。 
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（３）まんでがん体操の普及 

平成 27 年度より開始した住民主体で行っている「まんでがん体操」は、コミュニティ分館

など町内 17 か所で開催されています。歩いていける身近なところで、地域の人と人のつなが

りを強くし、楽しい居場所になっています。閉じこもりを予防し、自立支援・重症化防止の観

点から、今後も立ち上げ支援、継続支援により一層普及に努めます。 

 
 

２－４ 居場所づくり、交流の場づくり 

多様な価値観をもつ高齢者のニーズの的確な把握に努めるとともに、生涯学習プログラムを

多様なメディアで紹介するなど、情報提供に努めます。 

また、高齢者の自主的な学習を支援し、グループやサークルなどの育成を図ります。 

その他に、子どもから高齢者までが参加し楽しめる学習機会の提供や、高齢者の持つ優れた

技術・知識を、世代間交流を通じて町民や子どもたちへ伝えられる環境の整備を図ります。 

 

（１）いきいきサロン、まんでがん体操など交流の会場の増加 

参加する方々と運営する世話人やサポーターが自由な発想で企画し、自主的に運営する地域

の特性を活かした活動を推進するため、今後も多様な機会を捉えて「いきいきサロン」や「ま

んでがん体操」の内容や意義の啓発を図り、住民同士の交流や仲間づくりなどを行う地域住民

の集まりを、歩いて行けるより身近な場所にさらに増やしていくことで、地域住民が住み慣れ

た地域で孤立せずいつまでも安心して生活していける地域づくりを目指します。 

 
 

【評価指標】 

番号 指標 単位 
現況 

（平成 29 年度見込み） 

目標 

（平成 32 年度） 

1 いきいきサロン か所 27 32 

2 まんでがん体操 か所 17 25 
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基本方針３ 安心して暮らせるまちづくり 

３－１ 福祉教育の充実 

児童・生徒の福祉の心をはぐくむため、また自助・共助の精神を養うため、地域での福祉活

動へ積極的に参加していく福祉教育を推進していきます。社会福祉協議会が行っている「うた

づっ子ふくしセミナー」や「ボランティア銀行」をはじめとして、高齢者や障害者との交流機

会の創出やボランティア活動体験などの取組により、一層連携を強化していきます。 

 

（１）福祉教育の充実 

子どもたちの成長にとって、福祉体験することの重要性を学校に伝え、一人でも多くの子ど

もたちに「うたづっこふくしセミナー」に参加してもらえるように学校に働きかけ、また体験

コーナーの内容についても、子どもたちの意見・希望を取り入れた内容にします。 

子どもたちには、体験を通して高齢者や障害者の生活が、ただ単に大変であると感じてもら

うだけでなく、町がどのように変われば、高齢者や障害者にとって生活しやすい町になるか、

考えてもらえるように働きかけを行います。 

また、「ボランティア銀行」事業を通して、地域の人と子どもたちがより交流ができるよう

に働きかけ、町で出会ったらあいさつができるようになることをめざし、地域ぐるみで子ども

たちを見守る環境を整備します。 

実施状況                                    （単位：人、ハート） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み）

参加人数 
うたづっこふくしセミナー 400 人 300 人 300 人 

ボランティア体験 550 人 579 人 550 人 

預金 ボランティア銀行 988,506 ハート 1,165,477 ハート 12,000,000 ハート 

1 ハート＝1 円   

【施策の方向】 

うたづっこふくしセミナーの参加者がまだまだ少なく、各学校への働きかけや児童・生徒が

参加したいと思えるセミナーの内容の充実を図ります。また、「ボランティア銀行」の内容や

お金の使われ方について知らない小・中学生が多いため、活動内容の周知・啓発を図ります。 

 

３－２ 福祉のまちづくりの推進 

関係機関と連携しながら福祉のまちづくりを推進し、高齢者が生活しやすい施設環境の整備

といったハード面でのバリアフリーを進めるとともに、すべての人の利用を前提としたユニバ

ーサルデザインによる生活環境の整備も進めていきます。 

また、ソフト・ハードの両面から障壁の除去に取り組んでいくため、「物」だけでなく、福

祉学習の機会や高齢者に関する正しい理解と認識が深まるよう「心」のバリアフリーを進める

とともに、情報提供の充実や情報の利便性の向上を図るなど、「情報」の分野のバリアフリー

を進めていきます。 
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（１）地域福祉活動の推進 

近年、核家族化の進行により家族における介護力の低下をはじめ、地域コミュニティの弱体

化、地域に住む住民同士のつながりの希薄化など、地域社会は変わりつつあります。 

ひとり暮らし高齢者の孤独死や高齢者による高齢者の介護、虐待、引きこもりなど、これま

での高齢者施策では対応しきれない新たな地域課題が大きな問題となっていることから、行政

と地域住民がともに連携し協働しながら、住み慣れた家庭や地域の中で、全ての人が安心して

安全に暮らせるよう、地域全体で支えていくための仕組みづくりを進めます。 

また、そのため自治会や自主グループなど小地域での住民参加による自主的な福祉活動の展

開を支援するとともに、社会福祉協議会など関連機関との連携を密にしたネットワークの構築

を推進し、地域の福祉力を向上させ、地域福祉に対する意識の変革を進めます。 

また、身近な地域での助け合いやつながりの中で、地域課題を解決できるように、若い世代

に対して活動への参加を呼びかけ、協力関係を作っていくことが重要であることから、本町で

は平成 29 年度末に「宇多津町世代間交流センター」が建設され、子どもから高齢者まで世代

を超えた交流の場所として拠点が新設され、この有効な拠点を最大限に活用し、高齢者や障害

者の方たちのニーズを我が事として、住民一人ひとりによって丸ごと解決できる態勢（体制）

を構築していきます。 

 

（２）ボランティア活動の推進 

ボランティア活動の啓発・広報、ボランティア活動参加のきっかけづくりとなる体験事業、

ボランティア入門講座、専門講座等をより一層推進し、幅広い住民が自分にあった活動を選択

して参加することができる機会を充実させます。また、急速に高齢者が増えていく中で、一人

ひとりが日常的にボランティアを行い、相互に支え合う地域社会をつくるため、関係団体や機

関との連携を深め、活動へつなげていけるよう努めます。 

 

ボランティアの状況（平成 29 年度見込み）                       （単位：人） 

名称 会員数、活動内容など 会員数 

宇多津町民生委員児童委員

協議会 
挨拶運動、心配事相談、高齢者世帯への支援等など、幅広く活動している。 27 

宇多津町婦人会 
大束川の清掃、スイセンの球根植え活動を実施し、又町内小学校等であいさ

つ運動を実施している。町内行事にも参加等している。 
27 

宇多津町老人クラブ連合会 
高齢者の自立を促す為、仲間作りを広げる集いを実施、奉仕活動、研修活動

等健康づくりの活動も活発に行っている。 
711 

宇多津町保護司会 
犯罪や非行をした人に更正を図るための指導、助言、援助を行う保護観察活

動や、予防活動として「社会を明るくする運動」等を実施している。 
10 

宇多津町体育指導委員会 町民皆体育を目指し、スポーツの普及、指導に取り組んでいる。 15 

宇多津町身体障害者協会 
身体に障害を持っている人達が、閉じこもりがちな日常を積極的な社会活動

を通じて仲間作りを行い、楽しい日常生活にしていくことを目的とする。 
49 

宇多津町ＰＴＡ連絡協議会 
町内のボランティア活動に親子で参加することによって、地域の人との交流

を深めている。 
15 

うたづ「遊友」健康づくりの

会 

健康ストレッチ体操（年間 50 回程度）、健康ウォーク、クリーン作戦、男

性料理教室、菜園づくり、菊作りを行っている。 
20 
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名称 会員数、活動内容など 会員数 

ボランティア「モコモコ」 
地域における子育ての相互援助を行うことを目的とし、多様なニーズに対応

した子育て支援を行い、地域づくりと保育の向上を図る活動を行っている。 
14 

うたづの町家とおひなさん

実行委員会 

町内の町家の保存と啓発の為に「おひなさん飾り」を見ていただきアピール

する活動を行っている。 
38 

うたづ苺一絵 
老人福祉施設や高齢の給食サービス利用者毎に絵手紙を通じて心の交流を

図っている。 
8 

本に親しむ会 町内施設において、定期的にお話会等を開催している。 7 

宇多津町ボランティア推進

委員会 

定期的に駅周辺の清掃奉仕活動を行い、年末には神社の清掃も実施してい

る。花植え事業にも参加している。 
30 

宇多津朗読の会 
視覚障害者の為の広報誌の内容や詩をテープ録音し、情報提供をしている。

又、小学校、施設への読み聞かせ等の活動も行っている。 
7 

如月会 給食サービス利用者に毎月、給食弁当を調理している。 9 

母子寡婦福祉会（ひまわり

会） 
春、秋に母子家庭の子ども、親と一緒に外出支援活動を行っている。 5 

社会福祉法人ドリーム 
一般就労が困難な心身障害者が様々な軽作業を行っている。また、地域のボ

ランティア活動等にも積極的に活動している。 
6 

ＴＣＮＵ（トランスカルチャ

ーネットワークうたづ） 

障害や健常、障害の有無や種類や程度による考え方や生き方に関係なく、そ

れぞれを尊重し交流し、共生するまちづくりを目指し活動している。 
22 

ゆかいな仲間たち 
文化協会芸能部の人達の協力を得て、町内外の老人福祉施設慰問（地域ふれ

あい交流会）等の活動を行っている。会員たちで手芸品を作り施設等に配布

し、高齢者と共に心の交流ふれあい活動を行っている。 

8 

ＮＰＯ法人メロディー 
障害を持つ子どもたちと、保護者がイベント等の活動を通して、相互理解を

深め、地域との交流を深める活動を行っている。 
5 

たこの会 
自分たちの公園は自分たちで管理しようをモットーに、誰もが遊びたくな

る、誰からも愛される公園づくりを行っている。 
5 

KARATEN 会 
将来、宇多津町でもし災害が発生したときに、被災地支援のボランティア活

動で町のために役立ちたいと、２０歳代の若い男性が集まってできた会。

日々の活動として、町内の清掃活動から始めている。 

10 

若妻の会 

家庭で簡単に始められるダンボールコンポストを普及させることにより、地

域から生ごみを減少させ、子どもの環境に対する意識醸成を図りながら、持

続的な循環型社会の実現を目指し、地域の異世代交流を深める機会を提供し

ている。 

8 

手話サークル「にこにこ」 
月２回開催し、誰でも楽しく手話を学びながら、３つの文化に触れることが

できる。 
15 

みんなで咲かそう花の会 町が花でいっぱいになるよう、道路や駅前に花を植える活動を行っている。 60 

傾聴ボランティアグループ 
傾聴ボランティア養成講座を受講したメンバーで集まり、町内の施設を中心

に訪問し、傾聴活動を行っていく。 
20 

 

【施策の方向】 

アウトリーチ（訪問型支援）を行い、地域でどのようなボランティアが必要とされているの

か、地域ごとにどんな課題があるのか把握し、住民が主体的に地域課題を解決できるよう働き

かけを行います。 

また、ボランティア養成講座を開催し、地域で必要とされるボランティアを作り出すことで、

住民同士の支え合い活動を推進します。小・中学生には、「ボランティア銀行」の事業内容を

知ってもらうために、積極的に小・中学校に出向いて全校集会などで周知を行います。また、

町を良くするために、ボランティア銀行のお金をどのような活動に使ったらいいのか考えても

らえるような仕組みを作り、子どもたちにボランティア活動が自分の町を良くしていることを

実感できるように働きかけを行います。 

財政面では、各団体がボランティア活動に取り組みやすいように、情報を提供し、バックア

ップを行います。 
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３－３ 防犯・防災・交通安全対策の推進 

広報紙やチラシ、町ホームページ等の様々な広報媒体やイベントを通じて、住民の防災・防

犯に関する知識の普及に努め、住民と行政が一体となった安全なまちづくりを推進し、地域の

防犯・防災力を高めていきます。 

また、悪質な訪問販売や振り込め詐欺等の高齢者を狙った悪質商法への対応を強化するため、

注意の必要な事例については老人クラブや民生委員との連携を図りながら、情報の連絡体制を

構築していくとともに、悪質商法の被害防止に関する知識の普及に努めます。さらに、交通安

全対策を進めるため、ドライバーに対して交通マナーに関する広報・啓発を充実していきます。 

 

（１）防犯・交通安全対策の充実 

高齢者を狙った犯罪が増加していることから、日常の見守り活動とともに、引き続き自治会

や町内防犯団体をはじめ、地域や警察などと連携した防犯ネットワークの構築に取組み、各種

防犯活動を実施していきます。 

また、高齢化が進展する中で、高齢者の交通安全対策については、高齢者自身の交通安全意

識の向上を図ることはもとより、他の世代に対しても高齢者の特性を知り、高齢者に配慮する

意識を高めるための交通安全教育、啓発指導に努めます。また、交通安全施設整備と段差解消

などのバリアフリー整備を実施し、高齢者が安全で利用しやすい道路環境の整備を推進してい

ます。 

また、運転に不安を感じる高齢者に運転免許証の自主返納を推奨するとともに、老人クラブ

など地域住民と連携を図りながら高齢者交通事故防止対策を交通キャンペーンなどを通じて

連携体制を図っていきます。 

 

（２）悪徳商法・消費者被害の防止 

高齢者の悪徳商法・消費者被害は、だまされたことに気づきにくい、被害にあっても回りに

相談しないという特徴があり、問題解決できないばかりか二次被害にあう場合もあります。 

悪質な訪問販売や詐欺等の消費者被害を防止するため、高齢者や民生委員、介護サービス事

業者などへの情報提供を行います。また、香川県消費生活センター、警察等と連携し、高齢者

の悪徳商法・消費者被害の防止に努めます。 
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３－４ 災害時における高齢者支援体制の確立 

近年は想定を超える自然災害（地震、洪水など）の発生が相次いでおり、人命に直結するよ

うな災害時における高齢者支援体制の確立にあたっては、住民一人ひとりが自分の命を守る自

助、地域で助け合う共助、行政による公助が一体となって取り組む必要があります。 

災害時に自力避難が困難となる高齢者等を支援するため作成している「避難行動要支援者名

簿」について、災害時に有効的に活用できるものとするため、平時より自主防災組織を中心と

した地域住民と連携し訓練を行う必要があります。 

災害時に高齢者等が迅速かつ安全に避難できるよう、地域社会全体で避難行動要支援者の支

援について同意形成を図りながら、情報の共有や避難支援体制を構築していきます。 

 

（１）災害時の情報の伝達体制 

民生委員・児童委員等の関係機関と連携し、個人情報の保護に配慮しながら、支援が必要な

高齢者の実態把握や情報共有を図り、緊急通報システムの利用促進等を図り、いざというとき

の高齢者の安全確保に努めます。 

 

（２）避難行動要支援者への支援体制 

本町では、高齢者をはじめ、地域住民への防災知識の普及啓発を図り、自主防災組織を中心

とした防災訓練を継続的に実施しており、地域での防災力の向上を図っています。 

今後は、避難行動要支援者名簿を定期的に更新するとともに、地域住民と情報を共有し平時

から訓練を実施し、民生児童委員等の協力を得ながら、日頃からの見守りをはじめとして、災

害時には必要な支援を適切に行えるよう体制整備に努めます。 

 

実施状況                                        （単位：回） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み） 

自主防災訓練 実施回数 35 46 45 

 

（３）福祉避難所の指定、支援体制の確保 

避難所での生活が困難な要配慮者が利用できる福祉避難所を指定し、実効性のある避難支援

に役立つよう引き続き周知徹底を図るとともに、災害時などの福祉避難所の拡大に努めます。 
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３－５ 高齢者の権利擁護の推進 

認知症等により判断能力が不十分となった高齢者等が消費者被害にあったり、身体的・心理

的・経済的虐待等を受けていることがありますが、本人も周囲も気づき難い状況があります。  

高齢者が尊厳を持ち、住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、虐待の発生

を予防し、早期発見に努め、虐待を発生させない地域づくりを目指します。 

 

（１）高齢者の虐待防止への取組み 

虐待の背景には、介護負担が大きくなった家族の疲弊、認知症や疾病の影響、経済困窮など

があります。本町では、高齢者、児童、障害者等各分野の関係者が合同で年 1回「虐待防止対

策ネットワーク協議会」を開催し、虐待の防止対策に取り組んでいます。 

講演会などにより知識の普及啓発を図り、日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用につ

なげる支援など虐待を未然に防ぐ取組を行い、よりネットワークを強くして、早期発見、早期

対応に努めながら権利擁護に取り組んでいきます。 

 

（２）成年後見制度の普及啓発 

認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性は一層高まってきて

おり、その需要はさらに増大することが見込まれます。 

成年後見制度の意義や内容について、地域住民に向けて啓発を図るとともに、地域の支援者

のネットワークを活用して、必要な高齢者の早期発見に努め、権利擁護の観点から成年後見制

度の利用を検討していきます。 

 

（３）日常生活自立支援事業の推進 

日常生活自立支援事業では、認知症などで判断能力が不十分なため、福祉サービスの利用契

約を結ぶことが困難な人が安心して適切なサービスを利用できるよう、社会福祉協議会におい

て福祉サービスの利用手続きや日常的金銭管理･書類等預かりサービスなどの援助を行ってい

ます。 

今後も講演会等の様々な機会を捉えて普及啓発を行うとともに、必要な人に利用が促進でき

るよう支援します。 

また、利用者が年々増加しており、適切な利用が促進されるよう体制整備に努めるとともに、

必要に応じて成年後見制度への移行も図っていきます。 
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３－６ 認知症施策の推進 

高齢化の進展に伴い、認知症の人は増加しており、国では認知症施策推進総合戦略（新オレ

ンジプラン）を介護保険法の中で明確化し、団塊の世代が 75 歳となる平成 37 年（2025）を目

途に施策を推進するよう規定されています。 

本町においても、国の戦略に基づき、認知症についての理解を深め、認知症になっても、住

み慣れたこの町で暮らしていけるよう認知症施策を推進しています。 

 

（１）認知症に関する正しい知識の普及啓発 

認知症への理解を深めるため、広報誌やホームページ、講演会等の機会を設けたり、関係機

関と連携して全国キャンペーンを展開するなど、認知症に対する普及啓発を図っていきます。  

また、認知症やその予防についての正しい知識、本人や家族への関わり方を学び、認知症に

ついて理解を広げる啓発や地域で見守り支えとなる認知症サポーターを養成し、活動を支援し

ます。さらに、養成講座の講師役となるキャラバンメイトも育成していきます。  

今後は、小中学生を対象とした養成講座を実施するなど、若い世代の認知症サポーターの養

成にも取り組みます。 

 

（２）認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

① 認知症ケアパス 

認知症と疑われる症状が現れた時、認知症の人やその家族が、「いつ」、「どこで」、「どのよ

うな」支援を受ければよいか指針となるよう、「認知症ケアパス」（認知症の状態に応じた適切

な医療や介護サービス等の提供の流れ）を作成することが求められています。 

本町においても、「認知症ケアパス」を作成し、ホームページに掲載すると同時に、医療・

介護関係者等に周知し、一人ひとりの認知症の容態に応じて適時・適切にサービスが利用でき

るよう、相談等に活用しています。町民や医療・介護関係者等への普及・啓発を図りながら、

早期から適切な判断や対応を関係者で共有して、包括的、継続的に支援できるよう、その活用

を推進していきます。 

本町では、「認知症ケアパス」について、広く町民や医療・介護関係者等への普及・啓発を

図り、早期から適切な判断や対応、認知症の方やその家族への支援を包括的、継続的に実施で

きる体制の構築に向けて取組みを進めていきます。 
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② 早期発見から適切な支援につなげる体制の整備 

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よ

う、「認知症初期集中支援チーム」を配置し、認知症の人やその家族に早期に関わり、アセス

メント、家族支援などの初期支援を包括的・集中的に行う支援体制の構築が求められています。 

本町においても、平成 28 年２月に「認知症初期集中支援チーム」を配置し、医療・介護の

関係者や民生委員、地域の支援者等との連携を図りながら、認知症の人や家族への早期支援に

努めています。同時に、「認知症地域支援推進員」を配置し、地域の社会資源を生かした支援

を進めています。今後、より一層地域の支援者等との連携を強めて、認知症の疑いがある人に

早く気づいて適切に対応することが可能な体制整備を進めていきます。 

 

【認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員】 

 

 

 

 

 

 

認知症初期集中チームの流れ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）認知症の人と家族への支援の強化 

認知症の人と家族への支援として、認知症家族の会「どんぐりの会」を毎月開催し、講演会

や出前講座などを通じて、認知症に関する正しい知識を普及し、理解を深めるとともに、認知

症の人や家族の多様なニーズに応じた支援の充実を引き続き図っていきます。 

①初回訪問   ②チーム員会議    ③支援の実施     ④チーム員会議 

宇多津町地域包括支援センター 認知症初期集中支援チーム 

●認知症の程度
の確認 

●身体の状況の
確認 

●認知症に関す
る情報提供 

●支援の方向性
を検討 

●生活指導・介護指導 

●受診勧奨 

●介護保険サービス利
用の勧奨 

●かかりつけ医との連
携 等 

●初期集中の終了
の判断 

⑤ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ等 

への引継ぎ 

以下の体制を地域包括支援センターに配置 

○認知症初期集中支援チーム ： 複数の専門職が、認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問し、アセスメント 

や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立支援のサポートを行う 

○認知症地域支援推進員    ： 認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けられることができるよう、地 

域の実情に応じて、医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支 

援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務を行う 

複数の専門職が、相談を受けた家庭を訪問して、 
アセスメント、家族支援等の初期支援を包括的・集
中的に（おおむね６か月）自立生活のサポートを行う 

家族、ケアマネージャー、 
民生委員     等 

【対象者】 
40 歳以上で、在宅で生活しており、かつ
認知症が疑われる人または認知症の人
で以下のいずれかの基準に該当する人 
◆医療・介護サービスを受けていない人、

または、中断している人 
◆医療・介護サービスを受けているが、認

知症の行動・心理症状が顕著なため、
対応に苦慮している 

認知症疾患医療センター 

専門医療機関 

かかりつけ医 

サポート医 

相談 
依頼 

訪問 
助言 
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（４）認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり 

 ① 認知症サポーターの養成と集いの場の活動支援 

   認知症の人や家族、地域住民等がともに安心して過ごせる集いの場として認知症カフェ

「どんぐりカフェ」を開催し、毎月、認知症サポーターや地域住民の参加協力により、音楽

やゲーム、会話を楽しんでいます。また、地域の集いの場に専門職を派遣するなど活動を支

援しています。今後も、楽しみながら、認知症について正しい知識を学んだり、安心して集

える場の活動を支援していきます。 

 ② 地域での見守り体制の構築 

ア．地域見守り事業「ふれあい見守り活動事業」（通称 「ふれ・もり隊」） 

平成 25 年度より実施しています。協力事業所の地域貢献事業として協定を結び、安全

で安心して暮らせる町づくりを推進しています。この活動によって地域に連携の輪が広が

り、異常の早期発見から孤独死の防止、認知症高齢者等が行方不明になった時に情報提供

等早急な対応に繋げることができる体制をとっています。 
 

イ．認知症高齢者等つながりネットワーク事業（通称「どこいっきょん」） 

認知症高齢者等が行方不明になった時に、早期発見・保護できるように事前に登録を受

付けるとともに、行方不明時の際の協力者の登録を募る事業です。平成 28 年３月より事

業を開始し、坂出警察署等関係機関と連携をとりながら、実施しています。 
 

ウ．町、ＰＴＡへの配信メールによる協力 

平成 27 年４月より、認知症による行方不明高齢者が発生した場合に学校（町内の幼、

小、中）からの連絡メールと町からのお知らせメールを活用して、行方不明者の早期発見

のため、情報提供のお願いメールを配信しています。 

 

（５）認知症予防のための取組み 

  認知症にならないために、脳の前頭葉を活性化するための脳トレ教室や五感の刺激により、

脳を活性化させて、注意力や判断能力などの脳機能（認知機能）を高める体操教室を実施し、

元気な高齢者を増やしていけるよう取り組んでいきます。 

 

（６）若年性認知症の理解促進 

若年認知症の患者数は、全国で３万８千人と推計されています。女性よりも男性が多く、推

定発症年齢は 51 歳とされています。若年性認知症の場合、発見が遅く、適切に医療が受けて

おらず症状が悪化しているなど、高齢者の認知症と比べ深刻な事例も多いといわれています。 

また、就労の問題、収入減少による経済困窮、配偶者の勤労と介護負担、子どもの養育など

多様な課題を抱えている場合が多くあります。 

今後、若年性認知症についても理解が深まり早期診断・早期対応につなげられるよう普及啓

発を図り、相談を受ける中でニーズ把握し、関係機関と連携しながら、適切な医療や介護を受

け、就労や社会参加できるよう支援の充実を図っていきます。 
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３－７ 質の高い介護・福祉人材の確保及び育成 

団塊の世代がすべて 75 歳以上となる 2025 年が目前に迫り、この７年間で介護や支援を必要

とする高齢者人口の大幅な増加が見込まれる一方、介護の担い手となる生産年齢人口は減少し、

介護・福祉サービス等を担う人材の育成・確保が全国的に重要な課題となっています。 

本町においても介護・福祉人材の確保及び育成は課題となっており、今後も後期高齢者人口

は増加し、介護需要が更に増加することが見込まれるため、これまで本町で実施されていた施

策や取組みをさらに推進する必要があります。 

今後は、介護・福祉サービス事業者及び従事者への支援を充実させることにより、介護・福

祉人材の確保・育成を進めます。また、福祉に関する理解促進やイメージアップに向けて、ラ

イフステージに応じた働きかけを行うなど、中長期的視点を持って取り組むことにより、新た

な介護・福祉人材のすそ野を拡げる取組みを進めていきます。 

 

（１）介護・福祉人材の確保及び育成・定着支援 

介護・福祉人材を確保するため、幼少期から高齢者と触れ合う機会や小中学生に向けた介

護・福祉体験を通して感性を豊かに、将来を見据えた人材の確保に向けた取組みを推進すると

ともに、すそ野を広げて若年層から中高年層まで介護の魅力とイメージアップを図って地域住

民の参入促進を目指します。 

また、介護職に就いた方が長く働くことができるよう、働きやすい職場づくりや介護職員の

負担軽減支援策として、処遇改善加算の適正な運用や、介護サービス事業者が介護ロボットを

導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担

の軽減を図るとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することによ

り、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保につなげ

ていきます。 

さらに、質の高い介護サービスを安定的に提供できるよう、介護支援専門員研修会の開催等

による介護・福祉人材のスキルアップを促進します。 

 

（２）介護離職防止に向けた支援策の充実 

一億総活躍の実現に向けた“第３の矢「安心につながる社会保障」（介護離職ゼロ）の基本

的な考え方”に即し、高齢者の増加に対応した介護サービスの確保、介護サービスを支える介

護人材の確保、介護休業・介護休暇が取得しやすい職場環境整備への支援、働く家族が介護等

に関して必要な情報を入手しやすくするとともに、相談窓口の更なる充実についても、国の指

針に基づき推進を図っていきます。 

また、介護者が仕事と介護の両立を行えるよう、育児・介護休業法に定められた介護休業制

度などの制度周知を図るとともに、要介護者や家族が求める支援を的確に把握し、インフォー

マル・サービス（家族や近隣住民、地域社会、ボランティアなどが行なう非公式的な支援活動）

も含めた適切な支援・サービスにつなげ、介護を理由とした離職の防止や、地域包括支援セン

ターによる相談体制の拡充をはじめ、介護で悩む人が集い、リフレッシュできる機会を設ける

など、介護者の介護負担の軽減に努めます。 
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【評価指標】 

番号 指標 単位 
現況 

（平成 29 年度見込み） 

目標 

（平成 32 年度） 

1 ふれあい見守り活動 社 15 20 

２ 認知症等つながりネットワーク事業 人 13 20 

３ 
町登録者 

教育委員会登録者 重複登録あり 
人 

1,200 

2,000 

1,300 

2,100 

 

4 
成年後見制度利用支援事業 

市長申立件数 
件 0 － 

5 
日常生活自立支援事業 

利用者数 
人 48 55 

6 認知症サポーター養成人数 人 200 300 

7 認知症地域支援推進員 人 3 ３ 

8 
認知症初期集中支援チーム 

による対応件数 
件 2 10 
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第５章 介護保険事業の推進 
 

１ 介護保険サービスの概要 

介護保険制度は、宇多津町が保険者となって、40 歳以上の人が納める保険料と公費で運営され、

介護や支援が必要と認定されたときには、費用の１割をサービス事業者に支払って、サービスを

利用する平成 12 年４月に開始された社会保障制度です。 

平成 18 年度の介護保険制度改正の背景には、軽度の認定者の大幅な増加と重度化という問題

を解消するために、それまでの介護給付サービスが見直され、要介護状態等の軽度者を対象とし

て要介護状態等の軽減、悪化の防止に重点をおいた介護予防サービスを提供する予防給付がスタ

ートしました。 

そのため、介護保険サービスは、要介護者に対するサービス【 介護給付 】と、要支援者に対

するサービス【 予防給付 】に分かれて提供されています。 

また、高齢者が要介護状態等になっても、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう

に【 地域密着型サービス 】が類型化されました。このサービスについては、町がサービス事業

者の指定、指導・監督権限を持っています。 

介護保険サービスの種類 

 
香 川 県 が 

指定・監督を行うサービス 

宇 多 津 町 が 

指定・監督を行うサービス 

【介
護
給
付
】
を
行
う
サ
ー
ビ
ス 

★居宅サービス 
＜訪問サービス＞ 

○訪問介護（ホームヘルプサービス） 

○訪問入浴介護 

○訪問看護 

○訪問リハビリテーション 

○居宅療養管理指導 

○特定施設入居者生活介護 

○特定福祉用具販売 

 

 

 

 
＜通所サービス＞  

○通所介護（デイサービス） 

○通所リハビリテーション 

＜短期入所サービス＞ 

○短期入所生活介護（ショートステイ） 

○短期入所療養介護 

○福祉用具貸与   

○住宅改修（介護給付分） 
 

★施設サービス 
○介護老人福祉施設 

○介護老人保健施設 

○介護医療院 

○介護療養型医療施設 

★地域密着型サービス 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

○夜間対応型訪問介護 

○認知症対応型通所介護 

○小規模多機能型居宅介護 

○認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

○地域密着型特定施設入居者生活介護 

○地域密着型介護老人福祉施設入所者 

生活介護 

○看護小規模多機能型居宅介護 

○地域密着型通所介護 

 

★居宅介護支援 

【予
防
給
付
】
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

★介護予防サービス 
＜訪問サービス＞ 

○介護予防訪問入浴介護 

○介護予防訪問看護 

○介護予防訪問リハビリテーション 

○介護予防居宅療養管理指導 

○介護予防特定施設入居者生活介護 

○特定介護予防福祉用具販売 

 

 

＜通所サービス＞ 

○介護予防通所リハビリテーション 

＜短期入所サービス＞ 

○介護予防短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

○介護予防短期入所療養介護 

○介護予防福祉用具貸与 

○住宅改修（予防給付分） 

★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 

○介護予防小規模多機能型居宅介護 

○介護予防認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

 

★介護予防支援 
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２ 居宅サービス事業量の見込み 

（１）サービス種別年間利用量の推計 

① 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

訪問介護は、在宅で介護を受ける方に、ホームヘルパーによる入浴、排せつ、食事等の介

護、その他の日常生活上の世話を行います。 

平成 30 年度以降は、訪問介護は増加傾向と見込んでいます。介護予防訪問介護は平成 29

年度末までに介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。 

要介護者が安心して在宅生活を維持し、かつ、家族の介護負担を軽減するためにも、訪問

介護は重要なサービスの一つであるため、今後も利用の勧奨に努めるとともに、サービス内

容の質の向上を図っていきます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 37,882 41,054 54,327 

精査中 
利用回数（回/月） 1,222 1,333 1,639 

予防給付 
給付費（千） 13,231 13,185 8,486    

利用人数（人/月） 53 52 34    

  

  

② 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

訪問入浴介護は、在宅で介護を受ける方の家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護をし

ます。利用者は重度の要介護者が中心となっており、介護予防訪問入浴介護の利用はありま

せんでした。 

平成 30 年度以降は、訪問入浴介護については増加傾向と見込んでいます。 

要介護者・要支援者が安心して在宅生活ができるよう、また家族の介護負担を軽減するた

めにも適切な供給体制を整えていきます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 6,749 7,413 6,553 

精査中 
利用回数（回/月） 49 54 47 

予防給付 
給付費（千） 0 0 0 

利用回数（回/月） 0 0 0 
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③ 訪問看護、介護予防訪問看護 

訪問看護は、在宅で看護を受ける方に、看護師・保健師、理学療法士・作業療法士等の専

門職が、療養上の世話または必要な診療の補助を行います。 

平成 30 年度以降は、訪問看護・介護予防訪問看護ともに増加傾向と見込んでいます。 

要介護者の病気等への不安を少なからず解消させるなど大切なサービスであることから、

今後はサービス内容の充実を図り、自立支援に向けたケアプランのもと、医療機関等との連

携を支援します。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 10,545 12,573 12,992 

精査中 
利用回数（回/月） 170 197 207 

予防給付 
給付費（千） 1,562 2,184 1,683 

利用回数（回/月） 33 35 37 

  

  

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は、通院等が困難な利用者が、心身の機能を保ち、日常生活の自

立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションです。 

平成 30 年度以降は、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ともに

増加傾向と見込んでいます。 

今後の居宅サービスの需要拡大に伴い利用者の増加が見込まれる中、家庭での日常生活能

力の維持向上を図るために有効なサービスとして、供給体制を整えていきます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 3,577 3,314 3,321 

精査中 
利用日数（日/月） 108 103 104 

予防給付 
給付費（千） 0 491 3,012 

利用日数（日/月） 0 13 91 

  



宇多津町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画 

 60 

 

⑤ 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導は、通院が困難な利用者の在宅を訪問し、その心身の状況、置かれてい

る環境等を把握のうえ療養上の管理および指導を行うものです。サービスは、医師、歯科医

師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が訪問して行います。 

平成 30 年度以降は、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導ともに増加傾向と見

込んでいます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 4,673 5,297 5,689 

精査中 
利用人数（人/月） 40 43 45 

予防給付 
給付費（千） 297 352 488 

利用人数（人/月） 3 4 5 

  

  

⑥ 通所介護（デイサービス） 

通所介護は、施設で入浴、食事の提供・介護、その他の日常生活上の世話、並びに機能訓

練を行います。 

平成 30 年度以降は、通所介護は増加傾向と見込んでいます。介護予防通所介護は平成 29

年度末までに介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。 

高齢者の孤独感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、介護者の身体的、精神的負

担軽減の観点からも、今後は、サービスの質の向上も含め、要介護者の機能に応じて、より

充実したサービスが提供できるようサービス供給体制の維持・確保を図ります。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 70,653 76,924 85,529 

精査中 
利用回数（回/月） 777 873 945 

予防給付 
給付費（千） 12,578 11,013 4,358    

利用人数（人/月） 41 38 16    
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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（デイケア） 

通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、心身の機能の維

持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行います。 

平成 30 年度以降は、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ともに

増加傾向と見込んでいます。 

今後はサービスの質の向上も含め、より充実したサービスが提供できるよう、また、廃用

症候群の予防の観点からも、自立支援を目的としたサービスを提供できるよう、供給体制の

整備に努めます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 74,260 76,016 81,919 

精査中 
利用回数（回/月） 759 780 880 

予防給付 
給付費（千） 15,000 12,769 17,114 

利用人数（人/月） 41 38 49 

  

  

⑧ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 

短期入所生活介護は、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、

その他日常生活上の世話や機能訓練などを行い、要介護者・要支援者の心身機能の維持と、

介護する家族の負担の軽減を目的としています。 

平成 30 年度以降は、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護ともに増加傾向と見

込んでいます。 

今後は、既存施設との連携により、より充実したサービスができるよう供給体制の整備に

努めます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 30,855 33,247 42,589 

精査中 
利用日数（日/月） 311 351 442 

予防給付 
給付費（千） 454 366 289 

利用日数（日/月） 6 4 4 
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⑨ 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 

短期入所療養介護は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、

医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行い、要介護者

の心身機能の向上と、介護する家族の負担の軽減を目的としています。 

平成 30 年度以降は、短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護ともに増加傾向と見

込んでいます。 

今後は緊急ニーズに対応するためのネットワーク体制の構築や虐待ケースへの対応も含

め、居宅介護を継続する上で有効な手段の一つとして当該サービスを位置付け、体制の整備

充実に努めます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 7,015 6,320 2,624 

精査中 
利用日数（日/月） 64 53 22 

予防給付 
給付費（千） 116 112 4,004 

利用日数（日/月） 1 3 127 

  

  

⑩ 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

福祉用具貸与は、心身の機能が低下し、日常生活を営むことに支障のある要介護者の生活

上の便宜を図り、機能訓練や自立を助けるため、貸与するものです。その対象用具には、車

いす・じょくそう予防用具・歩行器・つえ等があります。 

平成 30 年度以降は、福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与ともに増加傾向と見込んでい

ます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 15,897 18,165 19,733 

精査中 
利用人数（人/月） 108 124 131 

予防給付 
給付費（千） 2,738 3,653 4,475 

利用人数（人/月） 56 62 75 
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⑪ 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は、入浴または排せつの用具など、他人が使用したものを利用するこ

とに、心理的抵抗があると考えられる福祉用具（厚生労働大臣が定めるもの）を購入した要

介護者・要支援者に、年間 10 万円の利用額を限度とし、かかった費用の９割を支給します。

腰掛け便座や入浴補助用具が多く利用されています。 

平成 30 年度以降は、特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費ともに増加傾向

と見込んでいます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 989 468 440 

精査中 
利用人数（人/月） 3 2 2 

予防給付 
給付費（千） 456 524 153 

利用人数（人/月） 2 2 1 

 

 

⑫ 住宅改修費、介護予防住宅改修費 

住宅改修費の支給は、要介護者・要支援者の日常生活において、自立を支援するために、

手すりの取付けや段差解消、洋式便器への取り替えなど小規模な住宅改修を行った場合に、

20 万円を限度とし、かかった費用の９割を支給します。 

平成 30 年度以降は、住宅改修費は増加傾向、介護予防住宅改修費は横ばいと見込んでい

ます。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 1,160 1,336 1,778 

精査中 
利用回数（回/月） 1 1 2 

予防給付 
給付費（千） 1,861 1,556 1,079 

利用回数（回/月） 2 2 2 
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⑬ 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は、有料老人ホーム、軽費老人ホーム入所者等に、入浴・排せつ・

食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行うことにより、要介護状態となった

場合でも、自立した日常生活を営むことができることを目指すものです。 

平成 30 年度以降は、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ともに

増加傾向と見込んでいます。 

今後は、既存施設との連携により、より充実したサービスができるよう供給体制の整備に

努めます。 
 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 73,479 77,553 79,070 

精査中 
利用人数（人/月） 33 34 35 

予防給付 
給付費（千） 8,606 5,653 9,676 

利用人数（人/月） 11 7 10 
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⑭ 居宅介護支援、介護予防支援 

居宅介護支援は、要介護者の心身の状況維持・向上を図るため、介護支援専門員が、本人

の心身の状況や生活環境、本人および家族の希望をもとに居宅サービス計画を作成し、適切

な介護サービスが受けられるよう、サービス事業者間の連絡調整を行います。介護支援専門

員は、ケアプラン作成の他、申請の代行等、介護が必要な方やその家族の相談に対応してい

ます。 

介護予防支援は、地域包括支援センターが要支援者の介護予防サービス計画を作成し、こ

れらが確実に提供されるよう、サービス提供機関等との連絡・調整などを行うものです。 

平成 30 年度以降は、居宅介護支援、介護予防支援ともに増加傾向と見込んでいます。 

今後は、居宅介護支援・介護予防支援に携わる介護支援専門員の確保とともに、質の高い

ケアマネジメントが適切に提供できるよう、介護支援専門員連絡会等により情報の共有等を

図ります。 
 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 28,593 32,729 34,349 

精査中 
利用回数（回/月） 195 217 226 

予防給付 
給付費（千） 7,673 7,486 6,868 

利用回数（回/月） 145 141 131 
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３ 地域密着型サービス事業量の見込み 

（１）サービスの概要及び全体の見込み 

介護保険法の改正により、住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な地域で提供される

適切なサービス類型として、地域密着型サービスが創設されています。サービス事業者の指定

は、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、事業所ごとに市町村長が行うこととされ

ています。 

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスには次の９種類があります。 

 

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの種類 

サービス名称 
要介護者 

の利用 

要支援者 

の利用 
サービス内容 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○ × 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を
一体的、または密接に連携しながら、定期巡
回訪問と随時の対応を行う。 

夜間対応型訪問介護 ○ × 
夜間の定期的巡回や、夜間に通報を受けた場
合に、訪問介護を実施。 

認知症対応型通所介護 

（介護予防認知症対応型通所介護） 
○ ○ 

認知症の人に対応したメニューで実施する
通所介護（デイサービス）。 

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） 
○ ○ 

29 人以下が登録し、様態に応じて 18 人以下
が通い（デイサービスや訪問介護）、９人以
下が泊まり（ショートステイ）のサービスを
実施。 

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） 
○ ○ 

これまで居宅サービスとして提供されてき
たグループホーム。 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ○ × 
29 人以下が入所できる小規模の介護専用型
特定施設（有料老人ホーム等）。 

地域密着型 

介護老人福祉施設入所者生活介護 
○ × 

29 人以下が入所できる小規模の特別養護老
人ホーム。 

看護小規模多機能型居宅介護 ○ × 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、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。 

地域密着型通所介護 ○ × 

・利用定員 18 人以下の事業所を地域密着型
通所介護 

・平成 28 年 4 月施行 
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なお、『地域密着型サービス』と『居宅サービス・施設サービス』とは、以下のような相違

点があります。 

 

相違点 
地域密着型サービス 

・地域密着型介護予防サービス 
居宅サービスや施設サービス 

１ 利用可能な人 
原則として、所在の市町村の被保険

者のみが利用 
他市町村の被保険者でも利用可能 

２ 事業者に対する権限 市町村が指定、指導、監督等を実施 県が指定、指導、監督等を実施 

３ 定員などの基準や報酬単価の 

設定 

地域の実情に応じた基準や報酬単

価を市町村が決定 
全国一律の基準や報酬単価を適用 

４ 計画書への掲載方法 

（計画値の設定） 
日常生活圏域ごとに計画値を掲載 

市町村単位で一括して目標値を掲

載 

５ 設定のあり方（上記３、４） 

公平・公正の観点から、介護保険の

被保険者、介護(予防)サービス利用

者、学識経験者や保健医療福祉関係

者で構成される「地域包括支援セン

ター運営協議会」において協議 

 

 

（２）地域密着型サービス種別年間見込量確保のための方策 

① 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症対応型共同生活介護は、認知症の状態にある高齢者が共同生活住居において、入

浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行うことにより、能力に

応じ、自立した日常生活を営むことができることを目指すものです。 

今後は、認知症高齢者が増加することが予想されることから、サービス内容等の周知を図

るとともに、サービスの質の向上に努めます。 
 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 22,419 20,734 16,867 

精査中 
利用人数（人/月） 8 8 4 

予防給付 
給付費（千） 0 0 0 

利用人数（人/月） 0 0 0 

 

 

② 地域密着型通所介護 

地域密着型通所介護とは、平成 28 年度から創設されたサービスで、利用定員 18 人以下の

事業所を地域密着型通所介護としています。 
 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千）  2,739 3,016 

精査中 
利用人数（人/月）  6 5 
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４ 施設サービス事業量の見込み 

（１）施設サービス種別年間見込量確保のための方策 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護老人福祉施設は、要介護者に対し、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、健康管理や療養上の世話を行うことを目的とした施設です。 

今後、要介護認定者の増加に伴い、介護老人福祉施設の需要も拡大すると見込まれていま

す。国の指針を踏まえ、より重度者の施設利用を促進する必要があります。そのため、あら

ゆる角度から、適切なサービス水準を目指し、在宅サービス事業者はもとより、関係市町村

および県等の連携により、香川県全体の枠組みの中で考えなければならない課題です。 

また、平成 27 年４月１日以降、介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む）

については、限られた資源の中で、より入所の必要性の高い方が入所しやすくなるよう、居

宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能を重視することとなるた

め、新たに入所する方については、原則要介護３以上の方に限定されています（要介護１・

２の場合であっても、特定の要件を満たせば入所は可能）。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 152,054 142,110 150,899 

精査中 
利用人数（人/月） 56 52 54 

 

 

② 介護老人保健施設（老人保健施設） 

介護老人保健施設は、要介護者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他

必要な医療や日常生活上の世話を行うとともに、在宅生活への復帰を図ることを目的とした

施設です。 

病院での病状が安定し、社会的入院をされている方の受け入れ先が課題となっている中、

介護老人保健施設の役割が重要なものとなっています。 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 133,429 136,043 141,581 

精査中 
利用人数（人/月） 44 45 47 
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③ 介護療養型医療施設／介護医療院 

介護療養型医療施設は、療養病床等を持つ病院・診療所で指定介護療養型医療施設の指定

を受けた施設です。ここでは要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護

等の世話、機能訓練やその他必要な医療を行います。 

国の方針により、介護療養型医療施設は引き続き介護老人保健施設等への転換を推進しつ

つ、平成 35 年度末まで転換期限が延長されています。今後は、県や関係機関と連携をとり

円滑な転換計画を進めていきます。 

 

 

各年度の年間見込量 

項目／年度 
実績 見込 計画数値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護給付 
給付費（千） 8,075 9,438 15,545 

精査中 
利用人数（人/月） 2 2 3 

 

なお、介護療養型医療施設については、介護老人保健施設への転換期限が平成 29 年度末

までとなっていましたが、高齢化の進展により増加が見込まれる慢性期の医療と介護のニー

ズを併せ持つ高齢者に対応するため、日常的な医学管理や看取り、ターミナルケア等の医療

機能と生活施設としての機能とを兼ね備えた介護保険施設として新たに創設される「介護医

療院」に平成 35 年度末までに転換することとされています。 
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５ 給付費等の推計 

（１）給付費の見込み 

 

介護給付費の見込み                                  （単位：千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

（1）居宅サービス  

 

訪問介護 

精査中 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 

通所介護 

通所リハビリテーション 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

福祉用具貸与 

特定福祉用具購入費 

住宅改修費 

特定施設入居者生活介護 

居宅介護支援 

（2）地域密着型サービス 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

地域密着型通所介護 

（3）施設サービス 

 介護老人福祉施設 

 介護老人保健施設 

 介護療養型医療施設 

介護給付費計 
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予防給付費の見込み                                  （単位：千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

（1）介護予防サービス  

 

介護予防訪問入浴介護 

精査中 

介護予防訪問看護 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防居宅療養管理指導 

介護予防通所リハビリテーション 

介護予防短期入所生活介護 

介護予防短期入所療養介護 

介護予防福祉用具貸与 

特定介護予防福祉用具購入費 

介護予防住宅改修 

介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防支援 

（2）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 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

予防給付費計 

 

（２）地域支援事業費の見込み 

介護予防・日常生活支援総合事業費は、既存の介護予防事業費と予防給付から移行される訪

問介護サービス費等の前年実績等から算出しています。 

包括的支援事業・任意事業費については、地域包括支援センター運営費や在宅医療・介護連

携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、権利擁護業務等の前年実績等から

算出しています。 

 

地域支援事業費の見込み                                （単位：千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 計 

地域支援事業費 

精査中 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費 

包括的支援事業・任意事業費 

 



宇多津町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画 

 72 

 

（３）標準給付費の見込み 

総給付費に特定入所者介護サービス費と高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費

等給付額、算定対象審査支払手数料の見込みを合計した標準給付費見込み額は次のとおりです。

３年間の総額は、約 30 億 7,210 万円となります。 

 

標準給付費の見込み                                  （単位：千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 計 

総給付費（一定以上所得者負担調整後） 

精査中 

 総給付費 

  介護給付費 

  予防給付費 

特定入所者介護サービス費等給付額 

（資産等勘案調整後） 

 特定入所者介護サービス費等給付額 

高額介護サービス費等給付額 

高額医療合算介護サービス費等給付額 

算定対象審査支払手数料 

 審査支払手数料支払件数 

標準給付費見込み額 
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６ 介護保険料の算出 

（１）保険料算定の流れ 

第１号被保険者の保険料算定の流れは次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）費用の負担割合 

介護保険サービスを利用した場合、費用の１割（平成 27 年８月から一定以上所得者は２割）

を利用者が負担し、残りの９割（給付費）は介護保険の財源により賄われることになっていま

す。 

この介護保険財源は、公費と保険料とで 50％ずつを負担します。公費分は、国、県、町がそ

れぞれ分担して負担し、保険料は第１号被保険者及び第２号被保険者が負担します。負担割合

は、３年ごとに政令で定められており、第１号被保険者と第２号被保険者の人数比に応じて設

定されます。 

このため、平成 27 年度から平成 29 年度までの第１号被保険者の負担割合は 22％でしたが、

平成 30 年度から 23％と負担割合が増えます。 

また、後期高齢者の割合や所得段階の割合により、保険者間で保険料に格差が生じないように

するために、調整交付金が設けられています。 

介護保険の費用負担割合 

国

25.0%

都道府県

12.5%

市町村

12.5%

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%

 

※ただし、施設等給付費については国 20％、都道府県 17.5％ 

介護保険事業に必要な標準給付費の見込み 

地域支援事業に必要な事業費の見込み 

介護保険事業等に要する給付額の見込みのうち、 

第１号被保険者の保険料により収納することが必要な額の算定（保険料収納必要額） 

基準額（所得段階別保険料率の基準額）の算定 
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（３）第７期保険料設定 

本町では以下のとおり、第１号被保険者の所得段階別人数及び比率を設定しました。 

 

所得段階別対象者と調整率 

所得段階 対象者 調整率 

第 1 段階 

本人及び世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護の受

給者 

本人及び世帯全員が町民税世帯非課税かつ課税年金収入額＋合計所得金額が

80 万円以下の者 

× 0.50 

第 2 段階 
本人及び世帯全員が町民税世帯非課税かつ課税年金収入額＋合計所得金額が

80 万円超 120 万円以下の者 
× 0.75 

第 3 段階 
本人及び世帯全員が町民税世帯非課税かつ課税年金収入額＋合計所得金額が

120 万円超の者 
× 0.75 

第 4 段階 
本人が町民税非課税の者のうち、課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円以

下で、同じ世帯に町民税課税者がいる者 
× 0.90 

第 5 段階 
本人が町民税非課税の者のうち、課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円超

で、同じ世帯に町民税課税者がいる者 

× 1.00 

（基準額） 

第 6 段階 本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が 120 万円未満の者 × 1.20 

第 7 段階 本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満の者 × 1.30 

第 8 段階 本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満の者 × 1.50 

第 9 段階 本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が 300 万円以上 500 万円未満の者 × 1.60 

第 10 段階 本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が 500 万円以上の者 × 1.70 

 

所得段階別人口の推計                          （単位：人、％） 

所得段階 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 

第 1 段階 651 16.7 663 16.7 675 16.7 

第 2 段階 444 11.4 452 11.4 460 11.4 

第 3 段階 367 9.4 374 9.4 381 9.4 

第 4 段階 359 9.2 365 9.2 372 9.2 

第 5 段階 528 13.6 538 13.6 548 13.6 

第 6 段階 646 16.6 657 16.6 669 16.6 

第 7 段階 418 10.7 425 10.7 433 10.7 

第 8 段階 244 6.3 249 6.3 253 6.3 

第 9 段階 127 3.3 130 3.3 132 3.3 

第 10 段階 106 2.7 108 2.7 110 2.7 

計 3,890 100.0 3,961 100.0 4,033 100.0 
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（４）第１号被保険者の保険料 

第１号被保険者の月額保険料は、所得段階（10 段階）に応じた定額保険料になります。 

介護保険事業にかかる給付費および被保険者数等をもとに計算した、第１号被保険者の保険

料は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

月額保険料基準額の算定                            （単位：千円、人） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 合計 

標準給付費見込額 

精査中 

地域支援事業費 

第 1 号被保険者負担分相当額 

補正第１号被保険者数 

調整交付金相当額 

調整交付金見込交付割合 

 後期高齢者加入割合補正係数 

 所得段階別加入割合補正係数 

調整交付金見込額 

準備基金の残高（平成 28 年度 3 月末） 

準備基金取崩額 

財政安定化基金取崩による交付額 

保険料収納必要額 

予定保険料収納率 

保険料基準額【年額】（単位：） 

保険料基準額【月額】（単位：） 

※保険料基準額  年額：100 未満切り捨て  月額：年額を 12 分割 

 

保険料基準額（月額）＝ 

保険料収納必要額÷予定保険料収納率（96.00％）÷所得段階別加入割合補正後被保険者

数（11,771 人＝平成 30～平成 32 年度の合計）÷12 月 

保険料基準額：精査中 
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７ 介護保険サービスの質の向上と円滑な運営 

効果的・効率的な介護給付を推進するためには、介護給付を必要とする受給者を適切に認定

し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すこと

が重要であり、これにより適切なサービス提供の確保とその結果としての費用の効率化と介護

給付の適正化を図ることが、介護保険制度の信頼感を高め、持続可能な介護保険制度の構築に

資すると考えられます。 

利用者の選択により、適切かつ良質なサービスが提供されるよう、引き続き体制整備に取り

組んでいきます。 

 

（１）介護保険サービス見込み量の確保 

介護保険制度において、高齢者自身によるサービスの種類やサービス事業者の選択が行われ

るようにするためには、質・量ともに必要なサービスを整備することが必要です。 

居宅サービスについては、サービスの提供量を把握するとともに、不足が見込まれる場合に

は、居宅サービス事業者の参入を促進するなど、必要なサービス量の確保に努めます。 

施設サービスについては、入所待機者の状況等を踏まえ、必要な施設整備を検討します。 

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスについては、事業者の指導・監督・指定

等を町が実施することから、利用者の需要を見極めながらサービス量を確保していきます。 

 

（２）介護保険制度の普及啓発 

高齢者やその家族が、介護保険制度の趣旨、要介護認定の仕組み、サービスの種類と内容、

利用者負担、保険料等介護保険制度に対する理解を深めることは、介護保険の安定的な運営や

サービスの円滑な利用の基本となります。 

介護保険サービスの利用の前提となる要介護認定申請からサービス利用の方法、また、利用

者負担や保険料に係る各種軽減制度の手続きなどについて、広報紙、ホームページ、パンフレ

ット、各種研修会への講師派遣などにより普及啓発を積極的に行います。 

 

（３）介護保険サービスに関する情報提供の推進 

高齢者数、認定者数（認定率）、サービス利用者数、給付実績、保険料収納率など介護保険

実施状況やサービス事業者に関する情報は、高齢者自身にとってはサービスの選択、適切な居

宅介護支援、またサービス事業者にとっては円滑な参入のために大変重要なものです。 

本町においても、常に介護保険の実施状況等に関する情報をホームページや広報紙に掲載し

情報提供するとともに、サービス事業者に対し、事業者内容の情報開示や自己評価などの情報

登録の促進を図り、最新の情報提供に努めます。 
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（４）相談・受付体制の充実 

円滑かつ迅速なサービス提供及び利便性の観点から、高齢者が身近な地域において要介護認

定申請やサービス利用手続きなどの相談が行えることが重要です。 

このため、これらの相談や申請については、介護保険担当部署はもとより、地域包括支援セ

ンターと連携して、予防給付に関することや地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含

む総合相談や権利擁護などに的確・迅速な対応ができる体制の充実に努めます。 

 

（５）要介護・要支援認定の適正な実施 

要介護・要支援認定は、サービスを利用するための大前提です。要介護度により被保険者が

利用できるサービス量が決まるため、要介護認定の適正な実施は、公正性・迅速性が強く求め

られます。 

そのためには、本業務に携わる認定調査員、介護認定審査会委員の資質・専門性の向上は必

要不可欠であり、県や関係機関との連携を図る中で、研修を継続的に実施し、資質・専門性の

向上を図ります。 

 

（６）サービス事業者の指定と指導・監督 

平成 18 年度から施行された地域密着型サービスは、市町村に指定と指導・監督権限があり、

「宇多津町地域密着型サービス事業者等の指導監査に関する実施要領」に基づき、定期的に実

施指導を行うとともに、指導基準の遵守やサービスの質の改善・向上を図っていきます。 

また、平成 29 年 4 月より事業を開始した介護予防・日常生活支援総合事業において提供し

ている指定事業者によるサービスと、平成 30 年 4 月より都道府県から市町村に指定権限が移

譲される居宅介護支援事業者についても、同様に実施します。 
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（７）介護給付費適正化事業の推進 

持続可能な介護保険制度を構築することを目的として、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

高めるとともに、介護給付費や介護保険料の増大を抑制することに取り組みます。 

 

① 要介護認定の適正化 

すべての要介護認定調査の内容について、点検することにより、適切かつ公平な要介護認

定の確保を図ります。 
 

② ケアプランの点検 

利用者の状況を把握した適切なアセスメントを実施した上で、適切なケアプランが作成さ

れているか点検を行い、不適切なプランについて指導を行うことにより、ケアマネジメント

の適正化、サービスの質の向上を図ります。 
 

③ 住宅改修等の点検 

住宅改修工事や福祉用具の購入について、利用者の状態やニーズに対して適切に給付され

るよう点検を行います。 
 

④ 医療情報との突合・縦覧点検 

香川県国民健康保険団体連合会からの医療給付と介護給付の突合情報をもとに、誤った請

求や重複請求等を調査し、過誤調整等を行います。 
 

⑤ 介護給付費の通知 

介護保険サービス利用者に対し、利用したサービス事業所、サービス種類、サービス利用日

数又は回数、介護保険給付額、利用者負担額を通知することにより、利用者の介護サービス利

用の意識を高めるとともに、事業所の架空請求や過剰請求の防止・抑止につなげます。 

 

（８）低所得者への配慮等 

平成 27 年度から低所得者の保険料軽減を第１段階の人を対象に実施しており、現行の取組

みが継続されます。軽減強化の完全実施の時期については、消費税率 10％への引き上げ時期を

踏まえて検討されることとなっています。 

 

（９）現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し 

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高めるため、２割負担者のうち

特に所得の高い層の負担割合が３割となります。ただし、月額 44,400 円の負担の上限があり

ます（平成 30 年８月施行）。 
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第６章 計画の円滑な推進 
 

１ 計画の推進のために 

（１）町民、地域、行政等の連携 

地域福祉を推進する視点から、家庭、地域住民、ボランティア、福祉関係団体、サービス事

業者、医療機関等と行政とが、それぞれの役割を果たしながら協力しあう連携体制を確立し、

高齢者が地域で安心して生活できる環境の実現をめざします。 

 

（２）専門職同士の交流の促進 

地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員をはじめ、介護支援専門

員や介護サービス従事者などが意見交換できる場や機会づくり、町の現状や利用者のニーズを

把握するための研修会の開催など、専門職の資質の向上と交流の促進を図ります。 

 

（３）ＰＤＣＡサイクルによる地域マネジメントの推進 

地域包括ケアシステムの深化・推進、介護保険制度の持続可能性の確保のためには、保険者

による地域課題の分析と対応が必要であり、保険者機能を抜本的に強化していく必要があるこ

とから、目標達成に向けた活動を継続的に改善する取組みである「地域マネジメント」を推進

していく必要があります。「地域マネジメント」によって、「実態把握・課題分析⇒計画作成⇒

取組みの推進⇒実績評価」のＰＤＣＡサイクルを繰り返し行うことが、保険者機能の強化に資

する取組みとして求められています。 

実態や課題を踏まえて、地域における共通の目標を設定し、関係者間で共有しつつ、目標の

達成状況について点検、評価、公表を行います。 
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２ 推進体制の整備と強化 

（１）庁内推進体制の整備・強化 

関係各課の参加による庁内推進体制の整備など、町の推進体制を確立し、計画の円滑な推進

を図ります。 

 

（２）各種機関の適切な運用 

地域包括支援センターの適切な運営及び公正・中立性の確保を図るために設置している「地

域包括支援センター運営協議会」、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの適

正な運営を確保するために設置している「介護保険地域密着型サービス運営委員会」を今後も

適切に開催し、運用します。 

 

 

 


