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第２節 住み慣れた地域で快適に暮らせるまちに 

 

高齢者が増加する中、地域の支え合いとネットワークづくりが重要になりま

す。特に、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認知症の方への対応や、高

齢者虐待の防止、災害時要援護者対策などでは身近な地域での見守りが必要と

なるため、地域にあるあらゆる関係団体との連携体制を構築するとともに、地

域に住む一人ひとりに互助の意識を持ってもらうことが大切です。 

その上で、本節では、介護予防、医療との連携、認知症施策、生活支援サー

ビス、高齢者の居住に係る施策との連携など「地域包括ケア体制」のより一層

の充実を目指すための方策をまとめます。 

 
 
 

１ 日々の暮らしを身近に支援 
 

本市が主体となった地域づくり・まちづくりを本格的に進めていくため、

様々な地域資源をいかしながら、身近な日常生活圏域ごとに、高齢者が在宅生

活を継続できる環境を整備していくことが必要です。 

本市の実情に合った日常生活圏域を設定するとともに、身近な地域で「地域

包括ケア体制」が構築されるよう、ネットワークづくりを促進していく必要が

あります。 

 

（１）日常生活圏域と高齢者相談センターの機能強化・関係機関と

の連携 

 

① 日常生活圏域                  【介護高齢課】 

日常生活圏域は、高齢者が日常生活を営む地域として、地理的条件、人口、

交通事情などの社会的条件、施設の整備状況などを総合的に勘案して設定さ

れるものです。平成 24年 4 月から 4圏域の体制としています。圏域間の

人口規模、高齢者数、圏域内の各地域の生活のつながりなどに配慮し、近接

の 2～3 中学校区を 1圏域として設定してきましたが、平成 26 年 10月 1

日現在においてもほぼバランスが取れていることから、本計画においても引

き続いて同じ日常生活圏域とします。 
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〇日常生活圏域について（平成２６年１０月１日現在） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北部圏域 

・人口：48,026 人 

・高齢者人口：9,972 人 

・高齢化率：20.8％ 

東部圏域 

・人口：46,162 人 

・高齢者人口：11,050 人

・高齢化率：23.9％ 

南部圏域 

・人口：46,905 人 

・高齢者人口：11,866 人

・高齢化率：25.3％ 

西部圏域 

・人口：43,993 人 

・高齢者人口：11,164 人

・高齢化率：25.4％ 

●…高齢者相談センター（地域包括支援センター） 

  東部圏域 ： 東部高齢者相談センター 

  南部圏域 ： 南部高齢者相談センター 

  北部圏域 ： 北部高齢者相談センター 

西部圏域 ： 西部高齢者相談センター 
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② 高齢者相談センターの機能強化・関係機関との連携 【介護高齢課】 

高齢者相談センターは、保健師、社会福祉士及び主任ケアマネジャーの 3

職種が連携しながら、介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、

権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント業務などの事業を一体的に

担う中核拠点として活動しています。 

各日常生活圏域内の高齢者の心身の健康維持・介護予防や、保健医療の向

上、福祉の増進、生活の安定のために必要な支援などを一体的に行うととも

に、相談者へのきめ細やかな対応ができるよう、これらに対応する必要な人

材の確保に努めます。 

今後、高齢者相談センターは、地域包括ケアシステム実現に向け、地域の

最前線に立つ機関として、在宅医療・介護連携、認知症施策、地域ケア会議

の推進、生活支援サービスの充実への関与、介護予防・日常生活支援総合事

業の準備・対応など多くの業務を担います。さらに人員体制の充実と、業務

全般を効果的かつ円滑に運営していくために、医師会や民生委員など関係機

関との連携強化を図っていく必要があります。 

また、高齢者相談センターは、事務所で待つのではなく、「外へ出て相談

者のもとへ出向き、顔の見える関係づくり」を目指しています。市内に４箇

所であることから、遠方にあると思われてしまうことがありますので、連絡

をいただければ出向く方針であること、高齢者などの総合相談支援のワンス

トップ窓口であることをさらに広報・周知していきます。 
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（２）高齢期の生活を支える地域包括ケア体制の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まい住まい住まい住まい    

医療医療医療医療    介護介護介護介護    

生活支援生活支援生活支援生活支援    介護予防介護予防介護予防介護予防    

 
在宅医療・介護連携の推進 

 
認知症施策の推進 

 
生活支援サービスの充実 

 
介護保険制度の円滑な運営 

 
介護サービスの質の向上 

（Ｈ29～） 
介護予防・日常生活支援総合事業、一般介護予防事業の実施 

 

高齢者 

高齢者相談センター 

 
地域ケア会議の推進 

 
高齢者相談センターの 

機能強化 

介護事業者、ＮＰＯ、民間企業、住民ボランティア など 

○訪問型や通所型のサービス、配食などの生活支援サービスの提供とケ

アマネジメント 

○介護事業者、ＮＰＯや民間企業、住民ボランティアなどによる地域の

ニーズに合った多様な生活支援サービスの提供 

○身近な場所における介護予防・健康づくりのための教室や啓発のため

の講座の実施 など 

○連携のための課題の抽出や解決策を検討するための会議の開催 

○関係職種が相互に理解するための研修会の実施 

○地域における医療・介護などの事業所の把握や、マップの作成 

○在宅医療に関する地域住民への普及啓発 など 

○生活支援コーディネーター

の配置によるサービスの把

握と開発 

○関係者間の情報共有 など 

日常生活圏域 

○認知症ケアパスの作成と活用に向け

た取組み 

○認知症地域支援推進員の配置 など 

○制度の普及啓発 

○在宅でのサービスと施設・居住系サービ

スのバランスの取れた基盤整備 

○介護給付費の適正化 など 

○介護サービス事業者に対する指導監督 

○介護従事者の人材育成 など 

通院・入院

通所・入所

参加・利用 

○医師、ケアマネジャーをはじめ、

関係多職種が参画するネットワー

クの構築 

○地域における課題の発見や、課題

解決への取組みの実践 など 

○新たな施策への対応 

○総合相談支援窓口としての体制の強化

など 

連携 

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、 

シルバーハウジング、有料老人ホ 

ーム、サービス付高齢者向け住宅 
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① 地域包括ケアシステムの構築           【介護高齢課】 

今回の介護保険法改正により、地域包括ケアシステムの構築に向け、介護

保険制度の地域支援事業において、介護予防事業を含む「介護予防・日常生

活支援総合事業」を全ての保険者が行うこととされ、包括的支援事業には、

新たに「在宅医療・介護連携の強化」「認知症施策の推進」「地域ケア会議の

強化」「生活支援の体制整備」が位置付けられました。 

また、愛知県は、平成 24年度に「あいちの地域包括ケアを考える懇談会」

を設置して、県内における地域包括ケアのあり方を検討し、26 年１月末に

「地域包括ケアシステム構築に向けた提言」として取りまとめています。 

本市としては、これらの動きに対応し、地域包括ケアシステムの構築に向

けた諸施策を行います。 

 

 

② 介護予防事業の地域展開と拡張          【介護高齢課】 

介護予防事業を含む地域支援事業の趣旨は、「可能な限り、地域において

自立した日常生活を営むことができるよう支援するため行うもの」とされて

います。介護予防は、高齢者が自ら進んで、事業や介護予防の活動に継続的

に参加し、自分らしい生活を維持できるように、日常生活の中で気軽に参加

できる活動の場が身近にあり、地域の人とのつながりを通して活動が広がる

ような地域づくりの視点が重要です。 

介護予防・日常生活支援総合事業の導入により、一次・二次予防の区分が

なくなるなど、介護予防事業は大きく変わります。本市は、介護予防・日常

生活支援総合事業の施行は、準備に期間を必要とするため、平成２９年度と

します。そのことを踏まえながら介護予防事業を実施していきます。 

 

◎介護予防事業の状況 

自ら生活機能の維持・向上を望んでいる高齢者に「つかもう元気会」に登

録していただき、保健師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士による介護予防

チーム「元気応援隊」を中心として、高齢者相談センターとともに、具体的

な介護予防方法を高齢者自身が見出せるよう、運動器機能向上・低栄養改

善・口腔機能向上などの複数の機能改善を図る、総合型の介護予防教室「ち

から塾」や、身体の状況を知っていただく「体力テスト」、友達づくり、居

場所づくりの場として「たまり場」などの活動を行っています。 
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また、「65 歳これから講座」や老人クラブを対象とした「いつまでもい

きいき講座」「8020 めざそう会」などの介護予防の普及啓発事業にも取り

組んでいます。 

生活機能が低下し、要介護状態になる恐れのある二次予防事業対象者に対

しては、「ちから塾」とともに、筋力や脳のトレーニングに取り組み、筋力

の向上や認知症予防を焦点にした単独型の二次予防事業として、「運動器機

能向上教室」や「認知症予防教室・脳ちから塾」を行い、身体機能の改善や

脳の活性化に努めています。 

 

〇「つかもう元気会」登録者数（人数は年度末時点の累計）    

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

「つかもう元気会」 

登録者数（人） 
1,000 1,150 1,314 

 

○元気応援隊の状況・一次予防事業（参加延べ数）       

介護予防事業（つかもう元気会） 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

ちから塾（一次） 

参加者数（人） 
2,729 2,287 1,859 

体力テスト 

参加者数（人） 
46 79 61 

たまり場参加者数（人） 1,654 2,165 1,185 

家庭訪問・面接指導（件） 31 12 11 

普及啓発事業 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

６５歳これから講座 

参加者数（人） 
373 398 334 

いつまでもいきいき講座 

・出前講座参加者数（人） 
2,035 2,401 2,295 

８０２０めざそう会 

参加者数（人） 
74 50 56 

 

〇二次予防事業対象者数・事業参加者数                 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

二次予防事業対象者数（人） 

（基本チェックリス該当者等） 
1,638 1,880 1,859 

事業参加者（人） 217 252 246 
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○介護予防事業の状況・二次予防事業（参加延べ数）     

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

通所介護予防事業 

参加者数（人） 
931 1,580 1,600 

ちから塾（二次）（人） 931 769 692 

運動器機能向上教室（人） － 489 552 

 

認知症予防教室 

「脳ちから塾」（人） 
－ 322 356 

訪問型介護予防事業 

訪問件数（件） 
280 219 172 

 

◎介護予防事業の効果 

介護予防事業の効果として、二次予防事業対象者に作成する「介護予防ケ

アプラン」の状況により、試算をしています。平成２４年度、２５年度の状

況は、以下の表のとおり、各年度１５人程度の要介護認定の抑制効果につな

がった結果となりました。 

〇二次予防事業における介護給付費の抑制効果の試算 

区分 計算式 平成 24 年度 平成 25 年度 

第１号被保険者数のうち後期高齢者（人）（※１） P 18,817  19,270 

Ｐのうち二次予防事業に参加していない者（人） A = P-B 18,707  19,157 

Ｐのうち二次予防事業に参加している者（人）（※２） B 110  113 

A のうち要介護等認定者（人） A" 5,024  5,321 

Ｂのうち要介護等認定者（人） B" 14  16 

A の要介護等認定者出現率 A"/A 26.9% 27.8% 

B の要介護等認定者出現率 B"/B 12.7% 14.2% 

二次予防事業がなかった場合の要介護等認定者（人） a = （A+B）×A"/A 5,054  5,352 

要介護等認定者の抑制人数（人） b = a-（A"+B"） 16  15 

後期高齢者の介護給付費（千円） c 9,091,227  9,664,305 

介護給付費における要支援１～要介護２の割合（※３） d 36.16% 37.55% 

後期高齢者のうち要支援１～要介護２の認定者（人） e 3,088  3,345 

二次予防事業における費用抑制効果試算（千円） K = b×(c×d)/e 17,033  16,273 

※１ 二次予防事業参加者の性質及び年齢の平均が７５歳を超えていることから後期高齢者を比較

対象とした。 

※２ 年度中に介護予防ケアプランが終了した参加者の人数を使用した。   

※３ 抑制効果を試算するにあたり要介護２までの介護給付費を対象とするため、按分係数と

して用いた。 
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◎介護予防事業の充実 

介護予防事業が充実することで、対象者は事業選択の幅が広がり、個々の

状態にあった予防方法の展開を見出し、要介護状態となることを防ぐことが

できます。 

本計画においては、これまで行ってきた介護予防事業に加えて、運動器機

能向上教室のコースの増加を図り、４つの日常生活圏域から始めて、全ての

中学校区、そして、将来的には小学校区における開催まで手が届くように事

業の充実を図っていきます。これにより、参加のしやすさを高めていくとと

もに、フォローアップのための開催日を追加し、教室により高められた生活

習慣の維持を図ります。 

また、新たに、認知症予防のための回想法教室や、適度な運動と脳のトレ

ーニングの組合せが認知症予防に効果的であることから、脳ちから塾のアレ

ンジを行っていきます。 

 

◎介護予防事業の地域展開 

介護予防教室が終わってしまうと、通いの場がなくなってしまうことによ

り、自宅にこもり気味となってしまい、生活機能が低下に向かうことは、参

加者にとっても、事業効果の点からも、非常にもったいないことです。 

そこで、開催地域の福祉会、サロン、ボランティア活動や生涯学習講座、

スポーツ活動などの情報を提供するとともに、可能であれば実施団体と連携

して、教室が終わった後も、参加者の通いの場が継続することを念頭に置い

た展開に努めます。 

 

◎生活機能が低下する恐れのある高齢者の把握 

二次予防事業の対象者となる、生活機能が低下し、要介護状態となる恐れ

のある高齢者を把握するため、介護予防基本チェックリストの配付・回収を

行っています。65 歳、68 歳、71 歳、74歳到達時に郵送するとともに、

75 歳以上の方は老人クラブの講座などの際に配付・回収を行っています。 

回収したチェックリスト結果から二次予防事業対象者であり、かつ相談を

希望する方が教室参加者となりますが、事業参加に結びつく人数が少ないこ

とから、チェックリスト送付を高年齢層に広げるとともに、より効率的な参

加者確保の方策を実施する必要があります。 

なお、介護予防・日常生活支援総合事業に移行した後は、一律のチェック
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リスト配付を国が求めなくなることから、郵送代への介護保険財源の使用が

限定されますので、配付方法のあり方を検討していきます。 

 

◎介護予防・日常生活支援総合事業への移行について 

「介護予防事業」の「介護予防・日常生活支援総合事業」への移行につい

ては、平成 29 年度としています。 

平成 27 年度から 28 年度は従来の「介護予防事業」を継続して実施する

とともに、「介護予防・日常生活支援総合事業」移行に向けて、介護予防訪

問介護、介護予防通所介護の移行を踏まえ、サービスの種類・内容の検討な

ど、事業導入に向けた準備を行っていきます。 

 

 

○厚生労働省資料から（概要） 
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○厚生労働省資料から（各事業の内容及び対象者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○厚生労働省資料から（訪問型サービスの典型的な例） 
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○厚生労働省資料から（通所型サービスの典型的な例等） 
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③ 医療との連携による継続的な支援体制の整備    【介護高齢課】 

疾病を抱えても、自宅などの住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生

活を続けられるようにするためには、地域における医療・介護の関係機関が

連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要です。

その体制を構築するため、市町村が中心となって、地域の医師会などと密接

に連携しながら、地域の関係機関の連携体制の構築を進めます。 

本市は、平成 26 年１月からの 15 か月間、愛知県の在宅医療連携拠点推

進事業を受けて本事業を実施していますが、27、28 年度は県の地域包括

ケアモデル事業に移行して実施します。29 年度以降は地域支援事業の包括

的支援事業に移行のうえ、次の項目について取り組みを進めていきます。 

 

○厚生労働省資料から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎地域の医療・介護サービス資源の把握 

地域の医療関係機関及び介護サービス資源について、所在及び機能などを

把握のうえリストを作成し、本市の地図上にマッピング及び電子化したもの

を、関係者間で共有するとともに、本市のホームページにある「わがまち地

図情報」に掲載することにより、市民に周知します。 
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◎在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議 

地域の医療機関の関係者、ケアマネジャーなどの介護関係者などが、一堂

に参画する会議を開催し、在宅医療及び介護連携の現状と課題の抽出、解決

策などを協議する機会を重ねていくことにより、在宅医療・介護の連携強化

を進めます。 

 

◎在宅医療・介護連携に関する相談の受付など 

平成 26 年１月に設置した、在宅医療連携推進センターにおいて、在宅医

療と介護の連携に関する相談機能を設け、地域の医師会などと密接な連携と

情報共有のもと、積極的に在宅医療と介護の支援窓口として取り組んでいき

ます。 

 

◎在宅医療・介護サービスなどの情報の共有支援 

本市は平成 26 年 10月から、在宅医療・介護の連携に資する情報共有ツ

ールとして、ＩＣＴ（Information and Communication Technology：

情報通信技術）を活用したシステム「電子＠連絡帳」を導入しています。こ

のシステムでは、登録した患者（サービス利用者）情報を、在宅医療・介護

を支援するために編成された多職種によるチームで共有し、支援を必要とす

る側には、質の高い医療介護サービスの提供と、支援をする側には、チーム

内で連携の取れた無駄のない効果的な取組ができるものです。今後は、市内

の医療関係機関及び介護関係事業所に対してシステムの有用性を周知し、よ

り一層の普及を図っていきます。 

 

◎在宅医療・介護関係者の研修の開催と気運の醸成 

質の高い在宅医療・介護の支援を実現するため、医療職や介護職などの多 

職種を対象に、より専門的かつ実践的な研修機会を提供します。なお、研修

の開催にあたっては、日常生活圏域ごとの開催を原則とし、多職種間の「顔

の見える関係づくり」を強力に推進するとともに、多職種連携の気運も併せ

て醸成します。 

 

◎２４時間３６５日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築 

地域の医師会などの協力のもと、在宅療養者の症状急変時における入院病

床確保のための後方支援病院の確保を図り、関係者間での情報の共有化を推

進します。また、在宅医療・介護従事者の負担軽減を図り、24 時間 365
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日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築を進めます。 

家族の介護の負担軽減に向けた取組では、短期入所施設（レスパイトサー

ビス）の空き情報を把握のうえ、その情報を提供できる体制を検討していき

ます。 

 

◎地域住民への普及啓発 

市民を対象とした講演会やフォーラムなどの開催を通じて、地域における

在宅医療・介護サービスを浸透させます。また、住民向けの地域の医療・介

護関係機関などの資源マップやパンフレットなどを配布し、在宅医療・介護

の周知を図るとともに、市民ニーズや疑問に応えるための出前講座を開催し

ます。 

 

 

④ 認知症施策の推進                【介護高齢課】 

認知症の方の人数については、厚生労働省研究班の推計によれば、要介護

認定を受け、日常生活に支障のある方をはじめ、軽度の方や予備群の方を含

めると、高齢者の 28％が認知症といわれ、今後も増加していくことが見込

まれています。 

国においては、認知症施策推進５か年計画、通称オレンジプランを策定し、

平成25年度から29年度を計画期間として認知症に係る諸施策を展開して

おり、平成 27 年 1 月 27 日には、新たに「認知症施策推進総合戦略～認

知症高齢者にやさしい地域づくりに向けて～（新オレンジプラン）」が策定

されました。認知症の方の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよ

い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指し、関係省

庁が一丸となって取り組んでいくとしています。 

本市においても、こうした動きに沿って、次の施策を推進していきます。 

 

◎認知症地域支援推進員の配置 

認知症地域支援推進員は、市または高齢者相談センターにおいて、認知症

の方やご家族を支援する体制構築に関する業務、地域において認知症の方を

支援する関係者の連携促進に関する業務、認知症の方と家族を支える地域資

源の情報収集や提供に関する業務、認知症に関する研修会の企画・実施に関

する業務などを担うこととされています。 

本市では、まだ配置していませんが、配置基準は、おおむね５中学校区に
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１名とされていますので、本計画の期間中に、高齢者相談センターに２名を

配置します。 

 

◎認知症初期集中支援チーム設置の検討 

認知症初期集中支援チームは、高齢者相談センター、病院・診療所などに

配置することとし、認知症専門医の指導の下、複数の専門職が、家族の訴え

などにより、認知症が疑われる方や認知症の方とその家族を訪問、観察・評

価、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポー

トを行うものです。 

そのチーム員は、保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士などの医

療保健福祉に関する国家資格を有する者であって、認知症ケアまたは在宅ケ

アの実務経験３年以上を有し、国が別途定める「認知症初期集中支援チーム

員研修」を受講し、試験に合格した者２名と、日本老年精神学会若しくは日

本認知症学会の定める専門医または認知症疾患の鑑別診断などの専門医療

を主たる業務とした 5 年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症サ

ポート医である医師１名の、計３名となっています。また、訪問は、医療系

の資格者１名と福祉系の資格者１名の計２名で行うこととされています。 

新オレンジプランでは、平成 30 年度に、このチームをすべての市町村に

配置することとしています。本市においては、市内に認知症専門医が１名し

かおらず、また県指定の認知症疾患医療センターが市外にあるという状況に

ありますが、関係機関と調整しながら設置のあり方を検討していきます。 

 

◎認知症ケアパスの作成 

「認知症ケアパス」は、認知症の日常生活自立度などに応じた、適切な医

療・介護・インフォーマルサービスなどサービス利用のフローチャートを示

し、早期に適切な医療・介護・生活支援を受けられるようにするものです。 

認知症の状態に応じた、適切な支援のあり方を示すものですが、家族介護

のポイントや、認知症の症状などの知識、早期診断・早期発見の重要さ、予

兆に気がつくためのチェックリスト、予兆に気がついたときの対応、予防す

るための生活習慣なども掲載していくことが効果的です。 

こうしたことを踏まえ、平成 27 年度中に作成し、積極的な周知と講座な

どでの活用を行います。 
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◎認知症カフェの設置支援と周知、連携 

認知症カフェは、主に認知症の方とその家族の方、そして地域住民を対象

とした福祉サロンです。 

介護サービス事業所のスペースや集会施設などを活用し、月に１～２回定

期的に開催し、お茶やお菓子などの提供があり、特別なプログラムは用意さ

れていなく、利用者が主体的に活動するものとされています。 

効果として、認知症の方にとっては、自ら活動し、楽しめる場所となった

り、家族の方にとっては、同じく介護をしている家族の方などわかり合える

人と出会え、専門職に相談できる場所となったり、専門職にとっては、認知

症の方とふれあえる場所となったり、地域住民にとっては、住民同士として

の交流の場や、認知症に対する理解を深める場所となったりするといったこ

とがあります。 

本市では、介護サービス事業者などの協力を得て、平成 27 年１月に５箇

所を開設しました。今後も整備を進めるとともに、周知と、高齢者相談セン

ターや居宅介護支援事業所、介護サービス事業所との連携を図っていきます。 

 

◎認知症サポーター養成講座 

地域において、認知症についての正しい知識や、対応の仕方を伝える認知

症サポーターを養成する講座を開催します。講座開催数を確保するために、

行政以外のキャラバン・メイト（講師資格者）との連携や、小・中学校など

における講座開催の機会の充実を図っていきます。 

 

〇認知症サポーター養成事業（平成 26年 10月末現在 サポーター7,941人）            

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

キャラバンメイト数（積算・人） 100 102 113 

サポーター数（年度別養成数・人） 990 1,312 625 

 

◎認知症講演会の開催 

多くの方に認知症について理解をしていただく啓発の機会として、認知症

講演会を継続的に開催します。 

 

〇認知症講演会開催数と参加者数        

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

開催数（回） 2 2 2 

参加者数(人) 214 248 415 
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◎徘徊高齢者情報提供サービス事業 

徘徊する恐れのある認知症の方に、GPS の携帯端末機を貸与し、居場所

がわからない時、位置情報システムを利用して所在を検索し、家族に情報を

伝達します。 

 

○徘徊高齢者情報提供サービス事業           

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

機器貸与件数（件） 9 8 8 

 

◎高齢者見守りキーホルダー配付事業 

平成 25 年度からの新規事業として、緊急時に速やかに身元確認を行うこ

とができるようにするため、65 歳以上のひとり暮らし高齢者などに登録番

号入りのキーホルダーなどを配付することで、安心して生活できる地域づく

りを進めます。 

 

○高齢者見守りキーホルダー配付事業         

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

配付件数（件） － － 183 

 

◎成年後見制度相談支援事業 

成年後見制度相談支援事業を社会福祉協議会に委託し、判断能力が不十分

な認知症の方の人権や財産を保全することにより、安心して地域生活の継続

と適切な福祉サービスの利用が可能となるよう、相談及び情報提供を行いま

す。 

 

○成年後見支援センター相談件数  ※認知症の方などにかかる相談      

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

相談件数（件） 121 330 485 

 

◎成年後見制度利用支援事業 

判断能力が不十分であり、また、親族などからの支援も見込めないなどの

認知症の方に対し、市長申立てによる成年後見の審判請求を行うなどの支援

を行います。また、成年後見人への報酬を支払う能力がない方については、

市から報酬を支払います。 



51 

 

○市長申立て件数         

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

申立て件数（件） － 1 2 

 

 

⑤ 地域ケア会議の推進                 【介護高齢課】 

「地域包括ケアシステム構築に向けた提言」においては、地域性に応じ、

地域包括ケアの基本的な形としての４つのモデルが提示され、県では、それ

らのモデルを実践するため、平成 26 年度から３年間を期間とするモデル事

業を行うこととしました。本市は、このモデル事業を受託し、26 年７月か

ら実施しているところです。モデル事業終了後は、地域支援事業の包括的支

援事業において、引き続き、取り組んでいきます。 

 

◎個別ケア会議（個別単位）から地域ケア会議（圏域単位）へ 

高齢者相談センターが、個別の処遇困難な高齢者支援を実施していく中で、

「個別ケア会議」を開催し、ケアマネジャーの支援、高齢者の実態把握や課

題解決のためのネットワークの構築、個別ケースの課題分析などを行います。 

そして、医師をはじめとする関係多職種が参画して、「地域ケア会議」を

開催し、個別ケースを集約した内容から日常生活圏域としての課題を把握し、

その課題を関係多職種で共有し、解決、地域づくり、地域資源の開発につい

て検討します。 

 

◎地域ケア会議から地域包括ケア関係機関連絡会議（市単位）へ 

市においては、「地域包括ケア関係機関連絡会議」を開催します。「地域ケ

ア会議」では解決し切れない課題の解決策の検討、介護予防や健康づくり、

認知症施策、生活支援、住まいの確保などについて、関係多職種が参画して、

課題抽出と検討を行います。また、部会による専門的な検討を行います。 

 

◎地域包括ケア関係機関連絡会議から地域包括ケア基本方針等検討会

議（政策形成）へ 

「地域包括ケア関係機関連絡会議」において検討された内容は、「地域包

括ケア基本方針等検討会議」において、市全体としての地域包括ケア基本方 

針などの策定に向けて検討を行い、各機関の役割や手順を確認し、政策形成
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につなげていきます。 

このマネジメントサイクルを繰り返すことにより、地域包括ケアシステム

が、常に見直しを加えながら構築されていくことになります。 

 

○厚生労働省資料から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 日常生活を支援する体制の整備             【介護高齢課】 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認知症の方が増加する中、医療・

介護のサービスだけでなく、地域住民に身近な存在である市町村が中心とな

って、ＮＰＯ、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人などの生

活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体

制の充実・強化を図ることが必要となっています。 

 

◎生活支援コーディネーター業務の実施 

日常生活上の支援体制の充実・強化を図るため、生活支援コーディネータ

ーを配置して、体制の整備を図っていきます。 

まず、市内の民間サービス、インフォーマルサービスなどの地域資源を把

握するため、調査を行うとともに、結果を還元しながらサービスを担う事業

主体間の情報共有とネットワーク化を進めます。 
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そして、地域に不足するサービス・支援を、事業主体に働きかけることに

よって創出を促し、また、サービス・支援の担い手を養成するため、元気な

高齢者などが担い手として活動する場の把握を行っていきます。 

将来的には、地域が求めるニーズと、サービスを担う事業主体の活動を結

びつけたり、逆に、サービスを担う事業主体のニーズに、活用可能な地域資

源を結びつけたりする活動を担うこととなります。 
 

○厚生労働省資料から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 高齢者の住まいの安定的な確保        【介護高齢課・建築課】 

建築課と問題を共有しながら、高齢者向けの住まいについて検討・協議し

ていくとともに、民間事業者に対する働きかけや、整備状況などの情報提供

を行っていきます。 

 

◎市営住宅の整備など（建築課） 

平成 24年 3月に策定した豊川市住宅マスタープランにおいて、「市営住

宅の整備と居住支援」の項で「老朽化した市営住宅からの住み替えの促進と

建替えを図ります。また、高齢者、子育て世帯、障害者が暮らしやすい住宅

の確保のために、市営住宅の整備や民間賃貸住宅のストックの活用を検討し

ます。」とし、高齢者が暮らしやすい市営住宅の整備について、市営住宅建

替事業に係る高齢者世帯向け住宅の検討などを行うとしています。 
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また、民間賃貸住宅のストックの活用のため、仲介のしくみづくり（空き

家バンクなど）を住宅関連業界と検討するとしています。 

建築課と問題を共有しながら、住宅マスタープランの進捗と合わせて、検

討・協議をしていきます。 

 

◎住まいに関する情報提供(介護高齢課・建築課) 

高齢者の住まいについては、介護サービス以外にも、措置制度によるもの、

老人福祉法に基づくもの、民間から提供されるものなど様々で、整備状況を

把握し、必要に応じて情報を提供していきます。 

また、低所得の高齢者の住まいのあり方について検討していきます。 

 

〇市内における高齢者の住まいの状況（平成 26年 12月１日現在） 

 養護老人 
ホーム 

軽費老人 
ホーム 

シルバー 
ハウジング 

有料 
老人ホーム 

サービス付
高齢者住宅 

箇所数 1 5 4 7 4 

定員数 50 230 81 262 153 

 

◎老人福祉計画の見直しによる住まいの整備(介護高齢課) 

老人福祉計画の見直しにかかる国の通知では、「特に居宅での生活が困難

な低所得の老人等に対する受け皿として、措置施設である養護老人ホーム及

び、無料又は低額な料金で老人を入所させる軽費老人ホームが、居住及び生

活の支援の機能を果たすことが求められる。」とあります。 

本市においては、引き続き、こうした施設の役割を認識して、低所得の高

齢者などの困難事例に際し、施設と連携しながら対応していきます。 

 

 

２ 地域社会の支え合いの促進 
 

高齢者をはじめ、誰もが住み慣れた地域で安心して生活していくためには、

地域で助け合える関係づくりが必要です。 

本市では、平成 20 年３月に「第１次豊川市地域福祉計画」を策定し、第１

次計画の期間満了に伴い、平成 25 年３月に、より実効性を高めるために、社

会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と一体化した「第２次豊川市地域福

祉計画」を策定しました。この計画に基づき、各地域においては、町内会や民

生委員、社会福祉協議会などによる見守り・訪問活動やふれあいサロン活動な
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どの地域福祉活動を推進しています。高齢者にとっては、このような身近なと

ころで行われる交流が、閉じこもり予防や見守り、安否確認といった機能を果

たしています。 

また、このような日常的な交流や顔の見える関係づくりは、防犯、防災面で

も効果を発揮します。高齢者にかかわらず、身近な場所で身近な人たちとお互

いが支え合う地域づくりが必要となっています。 

 

 

（１）地域での交流・支え合いの創出 

 

① 見守りネットワークの運用    【介護高齢課・福祉課・防災対策課】 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯をはじめとする見守りが必要な高

齢者を対象に、目的に応じて構築した様々なネットワークを効果的に運用す

ることで、在宅で安心して暮らすことのできる体制を目指します。 

 

◎高齢者虐待防止ネットワーク(介護高齢課) 

虐待を受けた高齢者への迅速かつ適切な保護や、養護者に対する適切な支

援を行うため、介護高齢課、高齢者相談センターに相談窓口を設置し、対応

します。 

また、「高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会」を設置し、市民や関係

機関と連携して「早期発見・見守りネットワーク」「保健医療福祉サービス

介入支援ネットワーク」「関係専門機関介入支援ネットワーク」を展開しま

す。 

 

◎高齢者地域見守りネットワークの運用(介護高齢課) 

高齢者が地域で安心して生活できるよう、認知症サポーターを含む地域の

多様な人々や組織などの連携による高齢者地域見守りネットワークの拡大

を図っていきます。このネットワークにより、普段からの見守りを行うこと

で高齢者の行方不明などを未然に防ぐとともに、万が一高齢者の行方不明な

どが発生した場合は、連携・協力により早期発見・保護に努めることで事故

を防止します。 

また、徘徊捜索模擬訓練を行い、地域の支援力を高めます。 
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○高齢者地域見守りネットワーク事業            

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

協定書締結団体数（団体） － 9 11 

メール配信登録数（件） － 340 537 

ＦＡＸ送信登録数（件） － 120 164 

事前登録高齢者数（人） － 10 32 

行方不明情報配信件数（件） － 8 12 

徘徊捜索模擬訓練参加者（人） － 72 83 

※行方不明情報配信件数、徘徊捜索模擬訓練参加者以外は年度積算 

 

◎災害時要援護者見守りネットワーク(介護高齢課・福祉課・防災対策

課) 

災害時要援護者支援制度に基づき、実際に災害が発生したときに備え、登

録台帳をもとに、自主防災会において、役員や地域支援者が安否確認を防災

訓練時に実施できるよう支援します。 

集合住宅など登録状況が低率の地域における制度の周知、町内会未加入者

が多い町内会（自主防災会）における対応、地域支援者の確保など、課題の

克服に努めます。 

 

 

② 地域の交流促進     【福祉課・社会福祉協議会・介護高齢課】 

見守りが必要な世帯を把握するために、高齢者相談センター、社会福祉協

議会、民生委員が協力して訪問活動を行います。 

また、住民や地域福祉活動推進委員会、老人クラブなどによる自主的な声

かけや傾聴訪問、ゴミ出しなどの軽易な生活支援活動やふれあいサロン活動

などを促進し、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯などをはじめとする見

守り・支援が必要な高齢者などへの地域における支援体制の構築を促進しま

す。 

 

 

③ 高齢者の交流や活動の場の充実          【介護高齢課】 

高齢者が健康増進やレクリエーションなどに親しむとともに、高齢者同士

の交流を促進するため、老人福祉センターや老人憩の家、高齢者交流施設な

どの活用を図るとともに、適切な修繕を行い、施設のあり方について検討を

進めていきます。 
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④ 高齢者の生きがいと健康づくり事業【介護高齢課・社会福祉協議会】 

高齢者が家庭・地域社会で生涯をいきいきと暮らせるよう、老人クラブ連

合会の協力のもとに生きがいと健康づくりを目的に、高齢者大学や三世代交

流事業、各種スポーツ大会などの企画・開催を行います。 

 

○高齢者の生きがいと健康づくり事業    

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

高齢者大学 

卒業者数 
325 人 314 人 295 人 

三世代交流事業開催回数 

・参加者数 

132回 

16,020 人 

131回 

14,568 人 

132回 

15,073 人 

各種スポーツ大会開催回数 

・参加者数 

10回 

1,633 人 

11回 

1,439 人 

10回 

1,352 人 

 

 

⑤ 市民後見人の養成            【介護高齢課・福祉課】 

高齢化が進む中、認知症の方などの増加に伴い、成年後見の需要はさらに

増大していくことが見込まれます。弁護士などの専門職だけでは対応しきれ

なくなる恐れがあることから、その役割を担う市民を含めた支援体制を構築

するため、市民後見人の養成に努めます。 

 

 

（２）家族介護者への支援 

 

① 家族介護教室                  【介護高齢課】 

要介護高齢者を介護する家族等に対し、適切な介護知識・技術を習得する

ことを内容とした教室を開催します。 

 

○家族介護教室                      

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

教室開催回数（回） 10 10 12 

参加者数（人） 67 52 89 
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② 家族介護支援介護用品給付事業          【介護高齢課】 

介護による家族の経済的負担を軽減するため、要介護 4 以上の認定を受

けた高齢者を在宅で介護している低所得世帯の方に対し、介護用品引換券を

給付します。 

 

○家族介護支援介護用品給付事業              

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

給付件数（件） 47 33 31 

 

 

③ 家族介護慰労事業                【介護高齢課】 

介護による家族の精神的かつ経済的負担を軽減するため、在宅で介護を受

けている要介護 4以上の高齢者が、過去 1 年間介護サービスを受けなかっ

た場合、介護している低所得世帯の方に対し、慰労金を贈呈します。 

 

○家族介護慰労事業                    

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

贈呈件数（件） 1 1 1 

 

 

３ 高齢者が安心して暮らせる環境の整備 
 

高齢者が住み慣れた地域で生活していくためには、高齢者への生活支援や、

安全・安心な環境整備が必要になってきます。 

高齢者が質の高い生活を送ることができるよう、本市では各種の福祉サービ

スを実施してきました。福祉サービスの対象者は、要介護認定において「自立」

と判定された方や健康に不安のある高齢者、ひとり暮らし高齢者など、日常生

活を営むうえで何らかの支援が必要とされるすべての高齢者となります。これ

らの高齢者から必要とされるサービスを精査するとともに、費用や効果なども

踏まえたうえで「必要な方に適切なサービス」を提供できる生活支援体制づく

りが必要となっています。 

また、東日本大震災などの影響から、全国的に防災・減災の機運が高まって

います。本市においても、高齢者をはじめとする災害時要援護者対策を、地域

との連携・協働により充実していく必要があります。 
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（１）日常生活を支援するための整備 

 

① まごころ給食サービス事業            【介護高齢課】 

食の自立支援及び安否確認・見守りの観点から食環境の改善に努め、ひと

り暮らし、高齢者世帯などで調理困難な人を対象に、健康保持及び安否確認

のため配食サービスを行います。ひとり暮らし高齢者世帯の増加を踏まえ、

新たに土日いずれかの配食サービスを実施します。 

 

○まごころ給食サービス事業                

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

利用者数（人） 175 151 121 

 

 

② 寝具洗濯サービス事業              【介護高齢課】 

ねたきり、ひとり暮らし高齢者及び重度心身障害者を対象に、衛生的な生

活環境で暮らせるよう年２回、寝具の洗濯・乾燥・消毒を行います。 

 

○寝具洗濯サービス事業               

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

対象者数（人） 56 54 42 

 

 

③ 要介護高齢者介護用品支給事業          【介護高齢課】 

在宅生活支援のため、要介護３以上の認定を受けた高齢者で、在宅で介護

を受けている方を対象に介護用品引換券を支給します。 

 

○要介護高齢者介護用品支給事業（年度末の実人数） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

支給決定者数（人） 2,235 2,256 2,257 

 

 

④ 要介護高齢者・重度身体障害者訪問理美容サービス事業    【介護高齢課】 

要介護３以上の認定を受けた高齢者及び身体に重度の障害があり、在宅で

介護を受けている方を対象に、在宅で理美容サービスが受けられるよう、訪

問理美容サービス券を支給します。 
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○要介護高齢者・重度身体障害者訪問理美容サービス事業（年度末の実人数） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

支給決定者数（人） 2,317 2,335 2,347 

 

 

⑤ ホームヘルパー派遣事業             【介護高齢課】 

介護保険で非該当と認定された、日常生活を営むのに支障がある高齢者や、

要介護・要支援認定を受けていないが、傷病などにより一時的に要介護状態

と同等の状態である方に対し、ホームヘルパーを派遣します。 

 

○ホームヘルパー派遣事業 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

支給決定者数（人） 1 1 2 

延べ派遣回数（回） 20 6 17 

 

 

⑥ 日常生活用具給付事業              【介護高齢課】 

ひとり暮らし高齢者の日常生活や生活環境の向上を図るため、電磁調理器、

自動消火器などの給付を行います。 

 

○日常生活用具給付事業 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

支給決定者数（世帯） 56 19 24 

 

 

⑦ 生活管理指導員派遣事業             【介護高齢課】 

 

基本的な生活習慣が欠如しているなど、社会適応が困難な高齢者に対し、

生活管理指導員を派遣して、日常生活に対する指導・支援を行います。 

在宅生活の安全を保つとともに、介護サービスの導入を促し、社会資源へ

の結び付けを図ります。 
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⑧ 高齢者生活支援ショートステイ事業        【介護高齢課】 

高齢者が一時的に在宅で介護が受けられない場合などに、養護老人ホーム

などで短期宿泊していただき、日常生活に対する指導・支援を行います。介

護保険対象外の高齢者に対しての緊急時の受け入れ先になることで支援し

ます。 

 

○高齢者生活支援ショートステイ事業 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

利用者数（人） 3 1 2 

利用日数（日） 44 3 29 

 

 

⑨ 福祉用具・住宅改修支援事業           【介護高齢課】 

福祉用具・住宅改修に関する相談への対応、情報提供や、住宅改修費に関

する助言を行います。 

 

 

⑩ 高齢者交通料金（コミュニティバス）助成事業       【介護高齢課】 

外出が困難な高齢者が増えていることから、通院や買物などの外出支援や

社会参加を促すために、70 歳以上の低所得者（市民税本人非課税者）にコ

ミュニティバスの回数券を助成する制度を実施します。 

 

 

（２）安全・安心な環境の整備 

 

① 災害時要援護者支援制度事業  【介護高齢課・福祉課・防災対策課】 

自主防災会や近隣住民の互助による災害時支援を目的として、ひとり暮ら

し高齢者や要介護３以上の認定を受けた方などの災害時要援護者を対象に、

登録を希望した方の氏名・住所などの情報を市の台帳に登録します。その情

報を本人、自主防災会、民生委員が共有することにより、平常時からの見守

りや災害時の安否確認などや助け合う支援体制を強化します。また、登録し

た方には、登録内容やかかりつけ医名や服薬状況などの救急情報を収める緊

急情報キットを配付してより迅速な支援に役立てます。 
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○災害時要援護者支援制度事業 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

台帳登録者数（人） 1,362 1,347 1,648 

 

 

② ひとり暮らし老人ガス安全対策事業        【介護高齢課】 

ひとり暮らし高齢者世帯の安全な生活環境を守るため、ガス漏れ事故に対

し、ガスを自動的に遮断し、ガス漏れを知らせる機器を設置します。 

 

○ひとり暮らし老人ガス安全対策事業 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

支給決定者数（人） 194 197 190 

 

 

③ 緊急通報システム設置事業            【介護高齢課】 

ひとり暮らし高齢者などに対して、急病、事故または災害などの緊急時に

連絡できる緊急通報装置を自宅に設置し、通報時には、専門オペレーターに

より、速やかに適切な対応をしていきます。毎月の安否確認や日常生活の相

談にも対応しており、緊急時の迅速な対応も含め、安心して生活できる環境

を提供していきます。 

 

○緊急通報システム設置事業 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

設置台数（台） 347 308 288 

 

 

④ 生活援助員派遣事業               【介護高齢課】 

県営牛久保住宅、県営諏訪住宅、市営諏訪西住宅、県営稲荷北住宅に併設

のシルバーハウジング（※）を対象に、安否確認や生活相談などを行う生活

援助員を派遣します。 

 

※ シルバーハウジング…高齢者の安全や利便性に配慮した設備や構造を備え、福祉サービスが 

適切に受けられるよう配慮された公的賃貸住宅。 
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○生活援助員派遣事業 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

派遣回数（回） 3,635 3,755 3,683 

 

 

⑤ 養護老人ホームへの入所措置           【介護高齢課】 

家庭環境や経済的な理由、虐待を受けているなどの事情により、在宅での

生活が困難なおおむね 65 歳以上の方を対象に、市が入所措置をします。 

 

○養護老人ホームへの入所措置 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

入所者数（人） 29 24 22 

 

 

⑥養護老人ホームのあり方             【介護高齢課】 

老人福祉計画の見直しにかかる国の通知では、今後の養護老人ホームのあ

り方について、「①入所者の自立支援や社会参加を促進し、住み慣れた地域

に戻り自立した生活を送ることが可能な者に対する環境調整を行う②地域

で生活を送る老人等の社会生活上の課題を解決するため、アウトリーチを積

極的に実施し、必要な支援を行う③地域に戻って自立した生活を送ることが

困難な入所者に対する質の高い個別的・継続的な伴走型の支援を提供する等

を期待」とされています。 

市内の養護老人ホームと情報交換をしながら、検討を進めます。 

 

 

（３）高齢者への経済的な支援 

 

① 在日外国人高齢者福祉手当支給事業        【介護高齢課】 

大正１５年以前に生まれた方で、市内に１年以上居住し、昭和５７年以前

から引き続き外国人登録をしており、かつ公的年金の受給資格のない人に対

し支給します。 

 

○在日外国人高齢者福祉手当支給事業 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

支給決定者数（人） 13 11 9 
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② 敬老金等支給事業        【介護高齢課・社会福祉協議会】 

多年にわたり社会の発展に貢献してきた高齢者に、敬愛の意を表し長寿を

祝うため、満８０歳・数え８８歳・満１００歳以上の節目に、所在確認を兼

ねて、それぞれ敬老祝い金や祝い品を支給します。 

 

○敬老金等支給事業 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

支給決定者数（人） 1,841 2,083 2,087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


