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第１章 計画策定の趣旨等 

第１節 計画策定の目的 

わが国の 65 歳以上の高齢者人口は、総務省統計局によれば、平成 26 年３月 1 日現在、

3237 万９千人、総人口に占める割合（高齢化率）は 25.５％と、約４人に１人が高齢者と

なっています。前年同月に比べて、年少人口、生産年齢人口とも減少し、65 歳以上の高齢者人

口のみ増加している状況です。平成 37(2025)年は、昭和 22 年から 24 年生まれのいわゆる

「団塊の世代」の人たちがすべて 75 歳以上となる節目の年であり、75 歳以上人口の絶対数が

急増する時期になります。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、高齢化の割合は今

後も上昇を続け、平成 47 年には 33.4％となり、約３人に１人が高齢者になると見込まれてい

ます。 

 

国では、このような見通しの中、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度改革

と一体的に、地域包括ケアシステムの構築等を重点とした介護保険制度の改革が行われました。 

 

本市では、平成 24 年 3 月に「江別市高齢者総合計画（平成 24 年度～平成 26 年度）」を策

定し、平成 27 年度の超高齢社会に対応可能な中間段階として、介護予防の重視、地域密着型

サービスの提供、地域包括支援センターの充実を目指すとともに、中長期的な基盤強化を図っ

てきました。 

 

社会情勢の変化や今後の少子高齢社会への対策をより一層推進するため、本市のめざすべき

姿、高齢者保健福祉施策の方向性を示し、その目標に向けて取り組むべき施策を明らかにする

ことを目的に計画を策定します。 

 

平成 37(2025)年を見据えて、本市の地域特性を踏まえた地域包括ケアシステムの構築を着

実に進め、今後高齢期を迎える市民がいきいきと元気に暮らせるよう、生きがい・社会参加の

促進、健康づくり・介護予防の推進を進めるとともに、安心・安全に暮らせるよう、地域福祉

の推進や介護保険事業の円滑な運営などに努め、様々な取り組みを計画的に進めていきます。 

 



【【【【総論総論総論総論】】】】 第１章 計画策定の趣旨等  

 2 

第２節 計画の性格 

（１）法令等による根拠 

高齢者保健福祉計画はすべての高齢者を対象とした総合的な福祉施策の実施に関する計画で

あり、介護保険事業計画は介護保険事業に係る保険給付及び地域支援事業の円滑な実施に関す

る計画です。 

老人福祉法第 20 条の８の規定による老人福祉計画（高齢者保健福祉計画）と介護保険法第

117条第 1項の規定による介護保険事業計画は一体的に作成されなければならず、本市におい

ても高齢者総合計画として本計画を策定します。 

 

市町村老人福祉

計画 

老人福祉法第 20条の８ 

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制

の確保に関する計画を定めるものとする。 

市町村介護保険

事業計画 

介護保険法第 117条 

市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保

険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 

 

 

 

（２）他計画との整合 

本計画は、上位計画である「第６次江別市総合計画」でめざすまちづくりの基本理念やまち

づくり政策を踏まえて策定します。 

また、福祉部門の基本計画として位置づけられる「江別市地域福祉計画」との調和を図り、

「えべつ・安心子育てプラン」、「障がい者支援・えべつ２１プラン」、「えべつ市民健康づくり

プラン２１」など、福祉の個別計画と連携し、高齢者福祉の充実を推進するものです。 

さらに、北海道が策定する「北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」とも調和

したものとします。 
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第３節 計画の期間及び見直し期間 

本計画は、平成 27 年度を初年度とし、平成 29 年度を最終年度とする３か年計画です。介

護サービスの需要、基盤整備の進捗状況、介護保険財源の状況等を踏まえて、平成 29 年度に

見直しを行うものとします。さらに、平成 37 年度を見据えた中長期的視点に立った計画とし

ます。 

介護保険事業計画は、概ね３年を通じ財政の均衡を保つものでなければならないとされる介

護保険料の算定の基礎となる介護給付等対象サービス及び地域支援事業の量の見込み等につい

て定めるものであることから、３年を１期として作成するものです。 

 

【計画の期間】 

年年年年    度度度度    

27272727    28282828    29292929    30303030    31313131    32323232        37373737    

       

中
長

期
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な
視

点
 

（
団
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代
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七
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五
歳

に
達

す
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時
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）
 

本計画期間 

第７期江別市高齢者保健福祉計画 

第６期江別市介護保険事業計画 

    

  見直し 次期計画期間 

第８期江別市高齢者保健福祉計画 

第７期江別市介護保険事業計画 

 

 

 

   

 

 

 見直し  

 

 

 

第４節 計画の策定体制 

（１）介護保険事業計画策定等委員会の開催 

本計画は、一般公募（市民代表）委員５名をはじめ、保健・医療・福祉に携わる関係者を含

む計 20 名の委員で構成する「江別市介護保険事業計画策定等委員会」を設置し策定しました。 

策定等委員会では、委員会内に組織したワーキング部会と評価部会にて、前計画の進捗評価

や本計画策定に向けての提案内容等を踏まえ、計画内容の議論を重ねてきました。 
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（２）アンケート調査の実施 

本計画の策定にあたり、平成 25 年度に本市の高齢者等の生活実態や地域の実態等を把握す

ることを目的に、国が示す「日常生活圏域ニーズ調査」の調査項目を含め、次の７種類のアン

ケート調査を実施しました。 
 

【調査の概要】 

 調査の実施期間：平成 25 年 12 月～平成 26 年 3 月 

 調査方法：郵送配布・郵送回収（ハガキによる勧奨を１回実施） 

調査名 対象者 発送数 回収数 回収率 

第 1 号 

被保険者 

介護保険第 1 号被保険者（65 歳以上で

介護保険施設サービス利用者を除く） 
1,200 855 71.3％ 

第 2 号 

被保険者 

要介護認定を受けていない介護保険第 2

号被保険者（40～64 歳） 
1,000 541 54.1％ 

居宅サービス 

利用者 

要介護認定を受けている介護保険被保

険者のうち、居宅サービスを利用して

いる方 

1,900 1,168 61.5％ 

施設サービス 

利用者 

要介護認定を受けている介護保険被保

険者のうち、介護保険施設に入所して

いる方 

470 263 56.0％ 

サービス 

未利用者 

要介護認定を受けている介護保険被保

険者のうち、介護保険サービスを利用

していない方 

700 410 58.6％ 

サービス 

提供事業者 

介護保険サービスを提供している江別

市内の事業者 
143 104 72.7％ 

高齢者向け 

住宅事業者 

高齢者向け住宅などの施設を運営して

いる江別市内の事業者 
15 8 53.3％ 

※詳しい調査結果は「江別市高齢者総合計画の策定に向けた実態調査報告書（平成 26 年３月）」をご参照ください。 

（３）パブリックコメントの実施 

本計画の内容は、広く市民に公表し、市民から意見や情報を求め、提出された意見等を考慮

して作成するため、パブリックコメント※を実施しました。 

お寄せいただいたご意見と、それに対する江別市の考え方は資料編（P89）をご参照くださ

い。 
 

【実施概要】 

募集期間：平成 2７年１月５日（月）～平成２７年２月４日（水） 

募集方法：持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかで介護保険課へ提出 

公表場所：市役所、各公民館、老人福祉施設等の公的施設、市ホームページ 

周知方法：広報えべつ、市ホームページにて掲載 
 

※パブリックコメントとは、市の重要な計画、方針等の案を広く市民に公表し、市民から意見及び情報（以下｢意見

等｣という。）を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等の内容及びこれに対する市の

考え方をあわせて公表する一連の手続きのことです。 
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第５節 計画見直しの視点 

（１）介護保険制度改正への対応 

介護保険法では、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針

（以下、「国の基本指針」）を定め、市町村等が介護サービス量を見込むにあたっての参酌する

標準を示すこととなっています。 

本計画の策定にあたっては、この国の基本指針に従い、盛り込むべき事項などとの整合を図

りました。また、本計画内容とともに介護保険制度の改正事項を市民に周知し、事業の円滑な

運営を図っていきます。 

 

【国の基本的な指針の概要～市町村介護保険事業計画の記載事項～】 

総論 計画の概要及び現状の評価・今後の見通し 

 基本理念・達成しようとする目的・地域の特色 

計画期間・他の計画との関係 

計画作成のための体制の整備 

公表と普及啓発、達成状況の点検評価 

高齢者（被保険者）の現状と見込み 

保険給付の実績把握と分析 

日常生活圏域とその状況 

平成 37 年度の推計と第６期の目標 

各論 計画期間中の取り組み 

 地域包括ケアシステム構築のための重点取組事項 

①在宅医療・介護連携の推進 

②認知症施策の推進 

③生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

④高齢者の居住安定に係る施策との連携 

各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み 

各年度における地域支援事業の量の見込み 

各年度における介護給付等対象サービスの確保方策 

各年度における地域支援事業の確保方策 

介護サービス及び地域支援事業の円滑な提供 

地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表 

市町村独自事業に関する事項 

介護給付等に要する費用の適正化に関する事項 

療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項 
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【介護保険制度の主な改正ポイント】 

 

■地域包括ケアシステムの構築 

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

防を充実させる。 

 

（平成27年度から順次実施） 

 ○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実 

 ・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 

  ・生活支援サービスの充実・強化 

 

 ○全国一律の予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）を市町村が取り組む「介護予

防・日常生活支援総合事業」へ移行 

 

 

（平成27年4月から） 

 ○特別養護老人ホームの新規入所者を原則、要介護３以上に限定（既入所者は除く） 

ただし、要介護１・２で国が定めた要件に該当する場合は入所可能 

 

 

■費用負担の公平化 

 低所得者の保険料軽減を強化。また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある

人の利用者負担の見直し。 

 

（平成27年4月から） 

 ○給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡大  

 

 

（平成27年8月から） 

 ○一定以上の所得のある利用者の自己負担を１割から２割に引き上げ 

 

 ○低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に預貯金等を追加 
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（２）アンケート調査結果から見られる課題 

本市の高齢者等の生活実態について、アンケート調査を実施した結果、次のような課題が抽

出・整理されました。（※詳細は「江別市高齢者総合計画の策定に向けた実態調査報告書（平成

26 年 3 月）」をご参照ください） 

 

■日常生活について 

    ○転倒に対する不安について○転倒に対する不安について○転倒に対する不安について○転倒に対する不安について    

性別では「女性」、家族構成では「一人暮らし」の方、年齢が高くなるほど転倒に対する不安

が大きくなっていることから、高齢者の心身の状態や生活環境など転倒に対する不安要因への

取り組みが必要と考えられます。 

 
    ○食事の用意について○食事の用意について○食事の用意について○食事の用意について    

「男性」の約半数が「できるけどしていない」と回答していることから、男性がさらに高齢

化し「一人暮らし」になった場合の準備や対応が必要です。 

 

■通院の原因（疾病）・健診について 

    ○通院の原因（疾病）について○通院の原因（疾病）について○通院の原因（疾病）について○通院の原因（疾病）について    

通院の原因（疾病）については、「男性」では「心臓病」や「糖尿病」が相対的に多く、「女

性」では「高脂血症」や「目・耳の病気」が相対的に多いことなどから、性別や年齢などの傾

向を踏まえた健診・医療の提供や介護サービスの提供・生活支援の検討が必要です。 

 
    ○がん検診や特定健診の健診先について○がん検診や特定健診の健診先について○がん検診や特定健診の健診先について○がん検診や特定健診の健診先について    

野幌地区と大麻地区では「市が行う健診」、江別地区では「その他（かかりつけ医など）」が

それぞれ約半数となっており、また市が行う健診については地区によって健診先が異なること

から、健診先については各地区の利便性等を考慮して対応するべきと考えられます。 

なお、２号被保険者の健診では、就労者の多い「男性」が「女性」を大きく上回っているこ

とから女性の受診率向上を検討する必要があります。 

 

■今後の居住先について 

    ○現在の住居に住み続ける意向について○現在の住居に住み続ける意向について○現在の住居に住み続ける意向について○現在の住居に住み続ける意向について    

年齢層が高いほど「現在の住居に住み続けたい」の割合が高いことから居宅サービスの充実

が必要であることと、アパートにお住まいの方では「他の建物に住み替えたい」と回答した方

が多くなっていることから住み替え先の確保などの検討が必要です。 
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    ○住み替え先について○住み替え先について○住み替え先について○住み替え先について    

住み替え先として最も多いのは一戸建てで、次いで高齢者向け住宅、軽費老人ホーム（ケア

ハウス）、公営住宅の順になっています。２番目に多い高齢者向け住宅の形態について調査した

ところ、医療・介護併設を希望する方が多いことから、医療・介護サービスが利用しやすい住

まいの提供を検討する必要があります。 

 

■地域との関わりについて 

    ○地域活動やボランティア活動等への参加意欲について○地域活動やボランティア活動等への参加意欲について○地域活動やボランティア活動等への参加意欲について○地域活動やボランティア活動等への参加意欲について    

性別では、「男性」が「女性」よりも参加意欲が高くなっています。また、地区別では大麻地

区が最も高く、次いで野幌地区、江別地区の順になっています。このことから、性別と地域の

状況に応じたボランティア活動等の仕組みづくりの検討が必要です。 

 
    ○地域活動やボランティア活動等への参加条件について○地域活動やボランティア活動等への参加条件について○地域活動やボランティア活動等への参加条件について○地域活動やボランティア活動等への参加条件について    

活動参加の条件として、「気軽に参加できそうな活動があること」「身近なところで参加でき

ること」「時間や期間にあまり縛られないこと」などボランティアと支援を必要としている人を

つなぐ仕組みづくりや、活動内容について情報提供を希望する傾向があることから、このよう

な参加を促す環境整備が必要になります。 

また、「８５歳以上」で「機会があれば参加しても良い」と答えた方も多いことから、高齢者

も参加可能な仕組みづくりも検討する必要があります。 

 
    ○生活支援サービスについて○生活支援サービスについて○生活支援サービスについて○生活支援サービスについて    

ボランティアができる生活支援として、安否確認や買い物代行、話し相手、災害時の手助け

などがあります。一方、高齢者がボランティアに期待する生活支援としては、安否確認や買い

物代行などが期待されていることから、そのマッチングの仕組みづくりを検討する必要があり

ます。 

 

■地域包括支援センターについて 

    ○地域包括支援センターの認知度について○地域包括支援センターの認知度について○地域包括支援センターの認知度について○地域包括支援センターの認知度について    

地区別では、大麻地区では「知っている」が多く、江別地区、野幌地区では「知らない」が

多いなど、地区により違いがあることから、地域の状況に応じた情報提供や広報・支援活動を

することが必要です。 
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    ○地域包括支援センターに期待すること○地域包括支援センターに期待すること○地域包括支援センターに期待すること○地域包括支援センターに期待すること    

認知度調査で「知らない」が多い江別地区、野幌地区では「総合相談窓口」を望む方が多い

のに対し、認知度の高い大麻地区では、一歩踏み込んだ「様々な困りごとの相談」が多いこと

から、認知度と地域包括支援センターの活用には相関関係があるものと考えられます。このた

め地域包括支援センターの活動内容について、今後もより認知度を高めるとともに地域によっ

て優先すべき活動内容の検討が必要です。 

 

■自分自身の介護の方法について 

    ○自分自身の介護が必要になった場合の介護の方法について○自分自身の介護が必要になった場合の介護の方法について○自分自身の介護が必要になった場合の介護の方法について○自分自身の介護が必要になった場合の介護の方法について    

「自宅での介護」を望む方は、地区では江別地区、大麻地区、家族構成では「家族と同居」

が多くなっています。一方、「施設への入所」を望む方は、地区別では野幌地区、家族構成では

「一人暮らし」で多いことから、地区および家族構成を考慮した居宅サービスの整備や住まい

と入所施設の整備が必要です。 

 
    ○介護サービス事業者以外の介護者について○介護サービス事業者以外の介護者について○介護サービス事業者以外の介護者について○介護サービス事業者以外の介護者について    

全体では「配偶者（夫・妻）」が多く、性別では「女性」、年齢では「８５歳以上」で「娘」

が最も多いなど女性の負担が大きいことから、女性の介護の負担軽減を検討する必要がありま

す。 

 
    ○自力で通院できなくなった場合の通院方法について○自力で通院できなくなった場合の通院方法について○自力で通院できなくなった場合の通院方法について○自力で通院できなくなった場合の通院方法について    

最も多い回答は「家族の付き添いで通院」ですが、「一人暮らし」の方は「ヘルパーの付き添

い」「介護タクシーで通院」を希望する傾向があります。今後、一人暮らしの方の通院等を含め

外出を支援する介護サービスやボランティアおよび生活支援サービスを検討する必要がありま

す。 

 

■今後の医療などについて 

    ○医療と介護の連携について○医療と介護の連携について○医療と介護の連携について○医療と介護の連携について    

居宅サービスを利用している方の通院状況、訪問診療状況との関係は、年齢による相関関係

は顕著ではありませんが、要介護認定別では要介護４、５になると通院が減り訪問診療が増え

るという傾向があることから、要介護度の高い高齢者が在宅で暮らすことができるように、医

療と介護との連携について検討する必要があります。 
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    ○疾病の状況について○疾病の状況について○疾病の状況について○疾病の状況について    

通院の原因となる病気は、２号被保険者では高血圧が多く、要介護認定者では脳卒中が増え

る傾向があるなど、通院の原因（疾病）によって介護サービスの利用状況が異なることから、

それぞれの身体状況を考慮した介護サービスの提供が必要になります。 

 
    ○健康について知りたいこと○健康について知りたいこと○健康について知りたいこと○健康について知りたいこと    

１号被保険者・２号被保険者ともに「認知症の予防」や「高血圧など生活習慣病にならない

ための工夫」が上位ですが、１号被保険者では前者が、２号被保険者では後者が最も多くなっ

ています。また、サービス未利用者では、「寝たきり予防」が最も多いなど介護の状態により知

りたいことに違いがあることから、こうしたニーズを考慮した検討が必要です。 

 

 

（３）前計画の総括と今後の課題 

前計画に関する評価は、計画のアウトプット指標（計画の指標）とアウトカム指標（成果指

標）で整理し、「江別市高齢者総合計画に関する評価報告書」として取りまとめました。 

前計画の総括と今後の課題は以下の通りです。（※詳細は「江別市高齢者総合計画に関する評

価報告書（平成 26 年９月）」をご参照ください） 

 

■前計画の総括 

    ○サービス未利用者の増加○サービス未利用者の増加○サービス未利用者の増加○サービス未利用者の増加    

居宅サービスの利用が増加傾向にある中、認定を受けているにもかかわらず介護保険サービ

スを利用していない方も年々増加しています。 

昨年度に実施したアンケート調査結果では、サービス未利用者の認定の申請理由は「すぐに

は使わないが、将来的に介護サービスを利用したい」が最も多く、ついで「何かあったとき困

らないように、今のうち認定を受けておきたい」となっております。 

介護保険に関する正しい知識の普及啓発を図ること、適切なケアマネジメントを実施し、

サービス利用による本人の身体機能の維持・改善につなげたり、介護者の負担軽減につなげた

りしていくことが求められます。 

 
○後期高齢者の認定率の増加○後期高齢者の認定率の増加○後期高齢者の認定率の増加○後期高齢者の認定率の増加    

後期高齢者の要介護認定率は平成 22 年度以降、増加傾向にあり、第１号被保険者の認定率

も同様の傾向を示しています。後期高齢者の認定率は前期高齢者より７倍以上と高い値で推移

しています。要介護状態になるおそれのある高齢者を対象にした二次予防事業の着実な推進が

より重要になります。 
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    ○通所系サービスの利用増と地域密着型サービスの定着○通所系サービスの利用増と地域密着型サービスの定着○通所系サービスの利用増と地域密着型サービスの定着○通所系サービスの利用増と地域密着型サービスの定着    

居宅サービスの介護予防給付に関しては、対計画比も含め、介護予防通所介護の利用増が目

立ち、通所系サービスの利用ニーズの高まりが見受けられます。介護予防訪問介護と介護予防

通所介護は、今回の介護保険制度改正で第６期期間中に地域支援事業の新しい総合事業に移行

することが決まっています。訪問系、通所系サービスの利用ニーズと利用効果の両面からの把

握とサービス提供事業者の動向を把握する必要があります。 

居宅サービスの介護給付に関しては、訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与の利用

増および、特定施設入所者生活介護の利用増が目立ちます。在宅高齢者の介護の重度化、介護

者の高齢化を見据えたサービス基盤を考えていく必要があります。 

地域密着型サービスに関しては、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護の利

用増が目立ちます。住み慣れた地域での暮らしを考えると、これらのサービス基盤の整備は必

須であり、加えて、24 時間 365 日対応できるケア体制の整備も求められます。 

施設サービスに関しては、特別養護老人ホームの利用増が目立ちます。今回の介護保険制度

改正で、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える、特別養護老人ホームの機能の重点

化が謳われており、在宅・施設サービス基盤の今後の方向性を考えていく必要があります。 

 
    ○地域支援事業の着実な推進○地域支援事業の着実な推進○地域支援事業の着実な推進○地域支援事業の着実な推進    

二次予防事業対象者の把握方法の変更により、予防の必要性の高い高齢者の対象は大幅に増

加し、ほぼ計画通りに進んでいます。一方で、事業対象者のうち、介護予防事業の参加は約３

割となっており、さらなる事業参加者の向上と活動の継続が求められます。 

地域包括支援センターの相談件数が年々急増しています。相談内容として、介護保険関係が

大部分を占めますが、最近では認知症に関する相談も急増しています。相談内容が多岐にわ

たっており、専門機関への橋渡しを含め、連携・調整機能の強化が求められます。 

 
    ○介護度の変化○介護度の変化○介護度の変化○介護度の変化    

全体として、前回に比べて「維持」の割合が増えています。要支援２・要介護１の維持率は

約６割と他の要介護に比べて高く、軽度者層の維持・改善に向けたアプローチの重要性がうか

がえます。 

現在のサービス種別利用者の介護度の変化のうち、認知症対応型共同生活介護の方の介護度

の悪化割合が他サービス種類に比べて多くなっています。認知症高齢者が重度化した場合のケ

ア体制も重要になります。 

 
    ○サービスの質の確保○サービスの質の確保○サービスの質の確保○サービスの質の確保    

サービスの質については、居宅サービス、施設サービスとも満足度は８割を超え、高い割合

で維持しています。相談拠点である地域包括支援センターの認知度については、前回調査に比

べて「知っている」割合が増加し、広く市民に浸透してきています。 
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    ○高齢者の尊厳の保持○高齢者の尊厳の保持○高齢者の尊厳の保持○高齢者の尊厳の保持    

包括的支援事業の実績から、相談内容で認知症の相談が急増しています。また虐待の疑いを

含めた高齢者虐待の相談件数も増加傾向にあります。今後認知症高齢者の増加が見込まれる中、

尊厳ある暮らしを維持するためにも、地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実が求

められています。 

 

 

■今後の課題 

    ○自立支援に向けたケアマネジメントの実施○自立支援に向けたケアマネジメントの実施○自立支援に向けたケアマネジメントの実施○自立支援に向けたケアマネジメントの実施    

個人の尊厳と自立支援を目指すためには、保険者のサービス基盤の整備方針と地域の状況に

応じて、適切なケアマネジメントの実施が求められます。PDCA サイクル※に従い、自立支援

に向けたケアマネジメントの実施が求められます。 
 

※計画の立案から評価に至るまでの過程として、計画（Plan）→ 実行（Do）→ 評価（Check）→ 改善（Action）

のサイクルで表したもので、事業を実施した結果を成果の視点で評価し、次の改善に結びつけようとする考え方を

示しています。 

 
    ○生活支援サービスの基盤づくり○生活支援サービスの基盤づくり○生活支援サービスの基盤づくり○生活支援サービスの基盤づくり    

日常生活上の支援の必要な高齢者数が増える中、地域包括ケアの目標である住み慣れた地域

で暮らし続けるためには、多様な主体による生活支援サービスの提供が必要です。ボランティ

ア、NPO 等の地域の担い手を把握し、生活支援の担い手につなげるなど、地域で支える担い手

の確保が求められます。 

サービスを提供するにあたっては、質の確保と向上が前提であり、そのためにも事故防止対

策を中心とした危機管理（リスクマネジメント）体制の確立が求められます。 

地域のニーズとサービスの提供主体とのマッチングが必要であり、調整するための場やコー

ディネート役が求められます。 

 
    ○健康施策と連動した介護予防の推進○健康施策と連動した介護予防の推進○健康施策と連動した介護予防の推進○健康施策と連動した介護予防の推進    

団塊の世代が 75 歳以上になる平成 37 年を見据えると、介護予防の重要性がさらに高くな

ります。これからの介護予防の方向として、高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進、住民

主体の活動的な通いの場づくり、リハビリ専門職等を活かした介護予防の機能強化が求められ

ます。 

健康づくり施策と融合した、健康寿命を延ばすような事業の実施が求められます。 
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    ○地域包括支援センターの充実○地域包括支援センターの充実○地域包括支援センターの充実○地域包括支援センターの充実    

地域福祉を推進している社会福祉協議会や民生委員と連携し、地域支援と地域福祉が連動し

た幅広い相談支援の体制づくりが求められます。 

地域包括支援センターの機能を明確にし、市民生活に溶け込んだ地域包括支援センターとな

るよう、愛称の検討も含めた周知啓発が求められます。 

地域包括支援センターの能力や機能の均等化が求められます。 

 
    ○権利擁護の推進○権利擁護の推進○権利擁護の推進○権利擁護の推進    

高齢者のさまざまな権利を地域で守っていくために、成年後見制度の利用支援や虐待の早期

発見、消費者被害などへの対応、日常生活自立支援事業の利用など、権利擁護に関連する事業

を一体的に展開していくことが求められます。 

 
    ○介護サービスの質の確保○介護サービスの質の確保○介護サービスの質の確保○介護サービスの質の確保    

各種サービスの市町村への権限移譲に伴い、保険者側の指導監督体制の強化や指導助言・評

価ができるような専門職種の配置等、サービスの質の確保・向上のための仕組みづくりが求め

られます。 

 


