
 

 

 

 

 

第４章 高齢者福祉施策の展開 
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１ 基本目標１ 生き生きと暮らせる まちづくり 

（１）生きがいづくりと積極的な社会活動 

① 社会参加・ボランティア活動の促進 

【施策内容・取組】 

高齢者自身による自主的なグループ活動や生涯学習活動は、いきいき、はつらつとした生活

に大いに寄与するものです。地域での支え合いの輪づくりとして、⾼齢者の経験や知識の共有

が進むような環境づくりのため、地域のサロン等での自主的な活動を支援しています。 

町内各地域に 34 の高齢者サロンが開設され、それぞれの規模で多様な活動に取り組んでお

り、定期的に顔を合わせ、情報交換及び交流を図ることで閉じこもりや孤⽴予防の取組を実施

しています。現在では、サロンのメンバーを⺟体に⾼齢者⽀援のボランティア活動への取組や

料理教室、歌声喫茶、体操教室など特徴ある活動に積極的に取り組むサロンも増えています。 
 

【課題・方向性】 

高齢化が一層進むことが予想される中、『⽀えられる⼈』の⽴場から『⽀える⼈』（地域の担い

手）に回る意識改⾰が求められています。ボランティアに対する意識を⾼め、意識改⾰を推進

する取組や⼈材育成を⾏っていきます。 

また、高齢者の社会参加における就労的活動について、高齢者個人の特性や希望にあった活

動のコーディネートを⾏い、地域づくり活動の中心的な役割も担う就労的活動支援コーディネ

ーター（就労的活動支援員）の配置を検討していく必要があります。 
 

② 高齢者クラブ活動 

【施策内容・取組】 

高齢者クラブは、⾃主的な地域住⺠組織で、⾼齢者の社会参加の中⼼⺟体であり、クラブの

活動促進を図ることにより高齢者の孤独感を解消し、生きがいを高めるとともに、社会の中で

高齢者の役割を明らかにしていくことを目的として活動しています。 

⼦どもたちへの伝統⽂化の継承活動、各地区の清掃、⼦どもの通学の安全を⽀援する⾒守り

隊への参加など、地域・社会に対する貢献度も高く、このように生きがいを持って生活するこ

とは、介護予防としての効果も大きく、介護給付費の削減に寄与しています。 

グラウンドゴルフやペタンクなどのスポーツ活動、町のまつり等での文化作品の発表、竹細

⼯や郷⼟芸能などを通しての⽣涯学習活動など、年間を通して様々なジャンルの取組を⾏って

います。 
 

【課題・方向性】 

会員の高齢化や高齢者の社会活動の多様化などから、クラブ会員数は減少傾向にあります。

サロン活動や地域の健康づくり活動とも連携しながら、クラブの今後の有り様を⾒直す必要が

あります。地域を基盤とする活動で、仲間づくりを通して生きがい、健康づくり、生活を豊かに

する活動を継続し、地域づくりの役割を果たすことができるように支援していきます。 

また、介護予防や生きがいづくりにおける同クラブの効果について介護支援専門員等への情

報提供を⾏っていきます。  
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高齢者クラブ会員数 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 会員数 人 1,105 1,074 1,005 1,010 1,015 1,020 

 

③ シルバー人材センター 

【施策内容・取組】 

⾼齢者の能⼒の活⽤と雇⽤の確保、就業を通した⽣きがいづくりを目指し、下記の事業を実

施しています。地域の日常生活に密着した就業機会の確保により、高齢者の「居場所」と「出

番」をつくり社会参加を促進しています。 

１．就業開拓提供事業  

２．普及啓発事業  

1) 広報活動（町の回覧広報、パンフレット等の配布、新聞折り込み広告）  

2) ボランティア活動（自主ボランティア） 

３．安全・適正就業推進事業 

1) 安全対策推進（安全対策推進委員会等） 

2) 安全パトロール（５月から毎月１回実施） 

４．地域就業機会創出・拡大事業（剪定くず等リサイクル事業）の取組 
   

【課題・方向性】 

会員数の減少に⻭⽌めをかけることが課題です。今後も、会員の就業機会の開拓と拡⼤を⾏

うため、継続して普及・啓発事業を推進し、併せて、安全・適正就業及び技術・知識の向上を図

ります。 

また、会員募集については、広報等による啓発活動を強化していくほか、介護予防や生きが

いづくりにおける同センターの効果について介護⽀援専門員等への情報提供を⾏っていきます。 
 

シルバー人材センター会員数 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 会員数 人 170 172 183 191 195 200 

 

④ 総合福祉センター元気の杜の活用 

【施策内容・取組】 

子育て支援センター、障がい者基幹相談支援センター、高齢者のデイサービスセンターなど、

⾚ちゃんからお年寄りまで多世代にわたる町⺠のみなさんに、幅広く利⽤していただく施設で

す。管理運営を⾏っている社会福祉協議会の事務局が置かれているため、⾼齢者の介護に関す

る事業や困り事の相談事業なども実施しています。 

ボランティアグループの活動の拠点でもあり本町の福祉の中核的機関として機能しています。 

また、災害時における町の福祉避難所に指定されており宿泊を伴う避難にも対応しています。 

社会福祉協議会職員の機動⼒と専門性を活かした取組で施設をより有効かつ適正に運営して

いきます。（主管課︓福祉課）  
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【課題・方向性】 

施設の活動が町⺠に認知され、その活動の幅が広くなったことで、スペース的に⼿狭になっ

てきているところや適正なメンテナンスが必要な箇所が出てきています。開設からこれまでの

約 15年間の活動状況を踏まえ、今後、当該施設が担っていくべき機能や役割についての精査を

⾏い、町⺠のニーズや町⺠の安全・安⼼に寄与するための重点施策を適正に執⾏できるような

施設整備が必要です。 
 

総合福祉センター 元気の杜 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 高齢者の年間利用者数 人 6,716 4,677 5,000 5,000 5,000 5,000 

② 災害時の利用者数 人 15 39 20 - - - 

 

⑤ みまたんえき・くいまーるの活用 

【施策内容・取組】 

◆みまたんえき   

駅舎（愛称︓みまたんえき）にある多目的ホール（愛称︓Ｍウイング）において、定期的に⾼

齢者のサロン活動や町の保健室・⼈権相談所を開設し、毎年演劇や作品展⽰などが開催されて

います。また、ベンチを配置し、散歩の途中などに気楽に⽴ち寄れる場所としても活⽤されて

います。（主管課︓総務課） 

 

◆くいまーる    

町の地域コミュニティバス（愛称︓くいまーる）の事務所も同駅舎内にあり、町⺠の交通の拠

点としての役割を担っています。また、運転に不安のある⾼齢者で運転免許証を⾃主的に返納

した人に対し、くいまーるの回数券 12 回分を 10 冊交付し、高齢者の交通事故の減少と公共交

通の利⽤拡⼤を図っています。補助対象者は、①運転免許証を自主返納した日の翌日から起算

して１年以内であり、⾃主返納の⽇において満 70 歳以上の人 ②町税等を滞納していない人で

す。（主管課︓総務課） 
 

【課題・方向性】 

多目的ホール使用についての町⺠への周知が課題となっています。広報・回覧で町⺠への周

知を図りながら、幅広い世代が気軽に⽴ち寄れる交流の場となるよう努めていきます。併せて

くいまーるの運⽤について引き続き検討を重ね、より町⺠のニーズに沿った運⽤を⾏っていく

必要があります。 

みまたんえき年間利用日数 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① サロン活動 日 16 17 17 20 20 20 

② 一般 日 37 35 33 35 35 35 
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くいまーる年間利用者数 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 生活支援 人 13,128 13,444 10,600 13,500 13,500 13,500 

② 通学支援 人 7,564 6,870 6,600 7,500 7,500 7,500 

 

免許返納者回数券交付者数 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 交付実績 人 - - 25 25 25 25 

 

⑥ 交通弱者への支援（買い物サロン・買い物ツアー） 

【施策内容・取組】 

運転免許証返納などで移動手段に困り、買い物に困っている高齢者を対象に、町内の総合衣

料品店や有料⽼⼈ホームの協⼒のもと⾏う無料の送迎型買い物サロン（買い物ツアー）です。 

買い物や送迎などの⽣活⽀援だけでなく、住⺠同⼠の交流を通し、地域活動参加の促進や孤

⽴・閉じこもり防⽌にもなっています。 
 

【課題・方向性】 

利⽤者増加に伴う送迎⾞の不⾜や現在開催地区それぞれ⽉１回の開催であるため、開催頻度

の増加希望の声が出ています。高齢化により今後ますます増加する運転免許証の返納者に対し、

参加しやすい環境づくりに努めていきます。 

 

⑦ 高齢者安全運転支援事業（踏み間違い防止） 

【施策内容・取組】 

高齢運転者の交通事故防止対策のため、65歳以上の⾼齢運転者が所有する⾃動⾞に、ペダル

踏み間違い等による急発進等を抑制する機能を有する安全運転支援装置を設置する場合の費用

の⼀部を助成する事業です。安全運転⽀援装置の設置前に申請を⾏うことで、設置費⽤の⼀部

を助成します。（主管課︓総務課） 
 

【課題・方向性】 

高齢運転者による交通事故が全国的に多発している状況の中、高齢運転者のアクセルとブレ

ーキの踏み間違いによる事故を減らすためには必要な事業であり、申請者数を増やすために、

回覧広報による事業の広報のほか、⾃治公⺠館や⾼齢者関連施設などに協⼒を求め、事業の周

知拡大を図ります。 
 

高齢者安全運転支援事業 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 支援件数 人 - - 10 16 16 16 
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出典：認知症ケアパス（啓発ポスター） 
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（２）健康づくりと疾病予防・重症化防止 

① 健康づくり 

【施策内容・取組】 

町⺠⼀⼈ひとりが健やかに暮らし、⼼豊かに健康寿命を延ばしていくため、健康づくり担当

課（町⺠保健課）と連携し、健康相談や健康教室を開催しています。また、広報紙で健康に関す

る正しい情報提供を⾏っています。 
 

【課題・方向性】 

健康に無関心な高齢者への意識づけ、健康づくりや介護予防の重要性についての効果的な啓

発について検討していきます。 

三股町健康づくり計画「いきいきげんきみまた 21第２次」（後期計画）に基づき、町⺠の健

康増進と生活習慣病等の予防のために保健事業などの充実を図ります。 

 

② 健康診査 

【施策内容・取組】 

40〜74歳までの特定健康診査や 75 歳以上の後期高齢者健康診査、がん検診を実施し、メタ

ボリックシンドローム等生活習慣病の早期発⾒や早期改善に向けた指導により、重症化を防止

しています。また、住⺠⾃⾝の主体的な健康づくりの取組を推進するために、健康づくり担当

課（町⺠保健課）が地域リーダー（健康づくり推進員・食生活向上員）を対象に研修会を開催

し、リーダーが学んだ内容を「いきいき元気塾」において、地域住⺠に伝達講習しています。 

三股町健康づくり計画「いきいきげんきみまた 21第 2次」（後期計画）では、健康寿命の延

伸のため、９つの分野別目標を設定しており、生活習慣病の予防や重症化予防のため、健康診

査、がん検診を実施し、精密検査受診勧奨を⾏っています。 
 

【課題・方向性】 

令和２年度版都城保健所業務概要によると、三大死因の悪性新生物・心疾患・脳血管疾患で

亡くなっている方が上位を占めていることから、各種健康診査・検診の受診率向上のため、効

果的な広報や周知を⾏っていきます。 

健康寿命の延伸を目指し、町⺠が健康に関する正しい知識に基づき主体的に健康づくりに取

り組むことができるよう、町⺠の健康データ、国保データベースシステムに基づく健康課題の

抽出と周知を広く⾏い、効果的な普及啓発を図ります。 
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（３）介護予防の推進 

① 一般介護予防事業         

【施策内容・取組】 

高齢者が要介護状態とならないよう、また要介護状態の重度化防⽌や維持ができ、元気で活

動的な生活を続けることができるよう、健康づくりや介護予防の取組を実施しています。 

地域包括支援センターを中⼼に、介護予防教室の実施や介護予防の重要性の啓発を⾏ってい

ます。また、介護予防（体操）を目的とした住⺠主体の通いの場の⽴ち上げ⽀援を⾏っていま

す。 
 

【課題・方向性】 

介護予防教室などに参加していない閉じこもり⾼齢者の実態把握を⾏い、介護予防教室への

参加勧奨や必要な支援に繋げる方法を検討していく必要があります。 

介護予防（体操）を目的とした住⺠主体の通いの場の⽴ち上げ⽀援を継続して⾏います。 

また感染症予防対策のため、介護予防教室での体操などに加え、⾃宅で⼀⼈でも継続実践で

きる声掛けや方法を検討していきます。 

保険者機能強化推進交付⾦・介護保険保険者努⼒⽀援交付⾦を活⽤した地域の特性に応じた

⾼齢者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に必要な取組の創設に向けて、計画期間中において検討して

いく必要があります。 
 

介護予防教室年間参加者数 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 介護予防教室 延べ参加者数 人 3,974 3,850 ※1,824 3,000 3,120 3,240 

          ※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、教室を⼀定期間中⽌しました。 

 

② 地域リハビリテーション活動支援事業 

【施策内容・取組】 

地域における介護予防の取組の機能強化や⾼齢者の⾃⽴⽀援に資する取組を推進するために、

通所サービス事業所、介護予防教室、住⺠主体の通いの場、地域ケア会議等にリハビリ専門職

を派遣し、介護予防の取組の機能強化やケアマネジメント支援を実施しています。 
 

【課題・方向性】 

専門職派遣体制整備と派遣後の連携が課題となっています。今後も、多専門職の関与を推進

し、事業の継続実施に努めます。 
 

地域介護予防活動支援事業年間参加者数 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 住民主体の介護予防教室開催 

箇所数と実参加者数 
箇所/人 11/159 18/260 20/287 22/300 24/320 23/340 

            



- 57 - 

③ 保健事業と介護予防の一体化 

【施策内容・取組】 

医療、介護、保健のデータを⼀体的に分析し、⾼齢者⼀⼈ひとりを必要なサービスに結びつ

けていくとともに、社会参加への取組として、通いの場を活用した健康相談や健康教室等、高

齢者の保健事業と介護予防を町⺠保健課と協働で進めていきます。 

 

高齢者の保険事業と介護予防の一体的な実施（市町村における実施のイメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：厚生労働省「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン」 
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２ 基本目標２ 支え合って暮らせる まちづくり 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

① 地域包括支援センターの機能強化 

【施策内容・取組】 

高齢者が安心して生活できるように、高齢者のあらゆる相談に対応する総合相談窓口です。

高齢化の進⾏に伴って相談件数が年々増加傾向にあり、その内容も複雑、多様化しています。

地域包括支援センター業務である実態把握、総合相談支援、地域におけるネットワーク形成、

包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防支援などの各事業を実施しています。 
 

【課題・方向性】 

認知症やひとり暮らし高齢者など支援が必要な高齢者が増えていく中、地域包括ケアシステ

ムの深化・構築に地域包括⽀援センターの果たす役割は不可⽋です。 

地域包括支援センターの現状と課題を把握し、職員の資質の向上や業務量に応じた⼈員の確

保などの機能強化を図ります。 

また、様々な分野の関係機関や施策、地域との連携の中心的な役割を担うための体制強化を

図ります。 

出典：厚生労働省「地域包括支援センターの機能強化について」 
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総合相談支援件数 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 総合延べ件数 件 993 1,957 3,900 4,000 4,200 4,400 

 

② 地域ケア会議の充実 

【施策内容・取組】 

地域包括ケアシステムの深化、推進のために、地域ケア会議は有効なツールです。⾃⽴⽀援

型地域ケア会議では、アセスメントを通して、多職種協働で⾼齢者の⾃⽴を妨げている生活課

題や⾝体課題などを適切に抽出し、⾃⽴⽀援に向けたケアマネジメントの⽀援を⾏っています。 

また、困難事例を検討する地域ケア会議と⾃⽴⽀援型地域ケア会議を通して、高齢者の地域

課題を抽出し⽣活⽀援コーディネーターと社会資源の開発を⾏っています。 
 

【課題・方向性】 

多職種協働によるケアマネジメント支援を継続し、地域のネットワーク構築に繋げるなど、

地域ケア会議を実⾏性あるものとして定着・普及させ、地域課題の把握や地域づくり、資源開

発を⾏い、政策形成に繋げていきます。 
 

地域ケア会議の充実 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 地域ケア会議開催数 回 2 5 6 5 8 10 

② 個別ケース検討事例数 事例 4 10 12 14 16 18 
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（２）生活を支援するサービスの充実 

① 生活支援サービスの充実と体制整備 

高齢者が、住み慣れた地域でいつまでも安心して生活できるように、生活支援コーディネー

ターを社会福祉協議会に配置し、町⺠のニーズや抱えている課題を把握し、多様な社会資源の

開発を⾏っています。また、社会資源カタログを作成し、町⺠や関係機関への周知を⾏ってい

ます。さらに、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増えてきており、日常生活動作（ＡＤ

Ｌ）や、身の回りの生活⾏為（ＩＡＤＬ）への支援の需要が高まっていることから、社会福祉法

人やボランティア団体などとの連携を図りながら、高齢者の生活を継続的に支援していくため

の事業主体の育成・⽀援及びその協働体制の構築を⾏っています。 
 

【課題・方向性】 

社会資源を開発し⼈材を育成していく作業と、現在求められている利⽤者ニーズに随時応え

ていくマッチングの作業は、⾼齢者の⽀援施策の両輪であり、どちらも継続性が担保されなけ

ればなりません。そのため、こうした活動の中核を担っている生活支援コーディネーター業務

は多忙を極め、その人材拡充・育成が最も大きな課題の一つとなっています。そこで、第 8 期

計画においては、これまでの生活支援コーディネーターを第 1 層とし、もう 1名、第 2 層とな

る生活支援コーディネーターを配置することで、生活支援体制を強化していくこととします。 

さらに、地域包括支援センター、ボランティア、生活支援コーディネーターが各地域に直接

出向き、地域における⽀え合い活動の目的や意義についての意⾒交換をきめ細かく⾏っていく

ことで地域⼒を⾼め、本町にあった生活支援体制を構築していきます。 

 

② 軽度⽣活援助事業 

【施策内容・取組】 

在宅で⾝体の虚弱な⾼齢者に対し、⽣活援助員を派遣し、⾷事の⽀度や洗濯等軽易な⽇常⽣

活上の援助を⾏う事業です。 

現在は、社会福祉協議会に委託し実施しており、利⽤者が住み慣れた地域でその⼈らしく⽣

活していける仕組みを作るため、生活支援コーディネーターの協⼒のもと、住⺠主体の軽度⽣

活援助を展開しています。住⺠主体で実⾏できない地域は、⽣活⽀援員に障がい者の就労継続

⽀援Ｂ型利⽤者・施設職員を派遣し、家事⽀援のサービス提供をしています。 
 

【課題・方向性】 

今後は、総合事業の緩和した基準によるサービスへの移⾏を検討するとともに、住⺠主体に

よる⽣活⽀援の仕組みをつくります。住⺠主体で軽度⽣活援助を実施することへの理解と既存

のサービスから軽度⽣活援助への移⾏が課題です。 

今後も総合事業の緩和した基準によるサービスへの移⾏を検討しつつ、⾼齢者の様々なニー

ズに対応できるよう、地域の社会資源と連携した生活支援を展開していきます。 
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軽度生活援助事業 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 支援員派遣数 人 10 18 21 24 27 30 

 

③ 配食サービス 

【施策内容・取組】 

調理が困難な一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯などに、栄養のバランスの取れた食事

を提供するとともに、⾒守りや安否確認を⾏い、在宅⽣活の継続を推進しています。 
 

【課題・方向性】 

高齢化の進⾏に伴い、配食サービスを利⽤する⾼齢者は年々増加しています。低栄養状態や

疾病などにより、食事制限のある高齢者に対応するメニューや平日昼食以外のサービス提供に

ついてのニーズ把握などを⾏っていきます。バランスの取れた⾷事の提供のみでなく、必要に

応じ、栄養士による食生活アドバイスを⾏う必要があります。 
 

配食サービス事業 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 延べ利用件数 件 2,652 2,868 4,580 5,500 5,700 5,800 

 

④ 寝具類洗濯乾燥消毒サービス 

【施策内容・取組】 

一人暮らし⾼齢者や⾼齢者世帯の⽅を対象に、寝具類の衛⽣管理のため無料で寝具類の洗濯

乾燥消毒を⾏う事業です。毎年度回覧広報で周知し、利⽤希望者の申込の受付を⾏い、社会福

祉協議会へ事業委託して実施しています。 
 

【課題・方向性】 

利⽤者が毎年度同じ⼈に偏り、新規申込が少ない状況ですが、清潔で健康的な⽣活を⽀援し

ていくためには重要な事業であり、⺠⽣委員・児童委員やケアマネジャー及び地域のボランテ

ィア等に協⼒を求め、事業の広報を⾏うなど、新規需要の掘り起こしに努め、事業継続を図り

ます。 
 

寝具類洗濯乾燥消毒サービス 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

①  利用件数 件 26 23 26 29 32 35 
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⑤ 特定⾼齢者等住宅改修 

【施策内容・取組】 

町の特定⾼齢者と認められた⼈が⼿すりの取り付けなどの改修を⾏う場合に、その費用の一

部を助成する事業です。改修工事については、町内に住所があり、あらかじめ必要な研修を受

講した施⼯事業者が⾏います。介護申請相談時に住宅改修のみのサービスを希望される⽅には

積極的に同事業を案内し、転倒予防、動作の容易性の確保、⾏動範囲の拡⼤を図り、介護の軽

減・⾃⽴⽀援・重度化防⽌、介護給付費の抑制に寄与しています。 

また平成 30年度に予算額を 200 万円から 300万円に増額し、必要な方に速やかにサービス

を提供できる体制を整えています。 
 

【課題・方向性】 

介護認定申請時の積極的な案内や地域包括支援センター職員の理解のもと、同事業が浸透し

てきており、利⽤件数が伸びてきています。 

また、同事業と並⾏して、福祉⽤具のみのサービス利⽤を希望される⽅についての購⼊補助

事業について検討を進め、特定高齢者に対するサービスの拡大を図り、介護認定前の段階での

⾃⽴⽀援・重度化防⽌を引き続き進めていく必要があります。 
 

特定高齢者等住宅改修事業 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 利用件数 件 26 23 45 40 40 40 

 

⑥ 訪問型サービス 

【施策内容・取組】 

介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスは、基本チェックリスト該当者と要支援

１・2を対象に、⾃宅などを訪問し、⾝体介護や⽣活⽀援を⾏うサービスです。 

本町では、従前型の介護予防訪問介護（総合事業訪問介護）のみのサービスです。 
 

【課題・方向性】  

介護人材の確保が課題です。要⽀援者等については、掃除や買い物などの⽣活⾏為（ＩＡＤ

Ｌ）の⼀部が難しくなっていますが、排せつ、⾷事摂取などの⾝の回りの⽣活⾏為（ＡＤＬ）は

⾃⽴している方が多くみられます。このような要支援者等の状態を踏まえると、支援する側と

される側という画⼀的な関係性ではなく、地域とのつながりを維持しながら、有する能⼒に応

じた柔軟な⽀援を受けていくことで、⾃⽴意欲の向上につなげていくことが必要です。 

地域の実情に応じて、住⺠等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、

地域の⽀え合いの体制づくりを推進していき、また、⾃⽴⽀援を目指した訪問型サービスの提

供と充実を図っていきます。 
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⑦ 通所型サービス 

【施策内容・取組】 

総合事業の通所型サービスは、基本チェックリスト該当者と要支援 1・2 を対象に、介護予防

を目的として、デイサービスセンターで、入浴や食事、機能訓練やレクリエーション等を日帰

りで利⽤するサービスです。本町では、従前型の介護予防通所介護（総合事業通所介護）、緩和

した基準によるサービス（みまたんデイサービス・いきがいデイサービス）の提供をしていま

す。 
  

【課題・方向性】 

サービス提供事業所が⾃⽴⽀援・重症化防⽌に向けたサービス提供の考え⽅を理解・共有し

てもらうことが課題です。多様な生活支援のニーズに対応したサービスの類型化や地域の実情

に応じて、住⺠等の多様な主体が参画し、地域の⽀え合いの体制づくりを推進していきます。 

 

 【本町独自の施策】 

本町のいきがいデイサービス事業については、町⺠の多様なニーズに応えるべく、柔軟な対

応ができるような体制整備を進めていきます。具体的には、要介護認定を受けている方であっ

ても、町（地域包括支援センター）が受け入れ可能と判断した方であれば、⼀定の利⽤条件の中

で利⽤が可能となるものです。こうすることで、現在の要⽀援の利⽤者が要介護に更新されて

も条件を満たせばそのまま利⽤できることとなり、さらに、今回のコロナウイルス感染症拡大

の影響で、休みを余儀なくされた通所介護事業所に通う要介護者も利⽤対象者となりうること

で、一定の支援効果が期待されるものです。 
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（３）認知症施策の推進 

① 認知症地域支援推進員の活動促進 

【施策内容・取組】 

認知症になっても住み慣れた地域で⽣活を継続するためには、医療・介護及び⽣活⽀援を⾏

う様々なサービスが連携したネットワークを形成し、認知症の人たちにとって効果的な支援を

⾏うことが重要です。そのため、市町村において認知症疾患医療センターや医療機関、介護サ

ービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担うのが認知症地域支援

推進員です。町内の認知症疾患医療センターと２ヶ⽉に１回認知症ケアパスミーティングにて

情報共有をし、いざという時に互いに協⼒ができる体制を構築しています。 

認知症施策としては、認知症当事者やその家族の意⾒の収集に努め、社会福祉協議会などの

専門機関の協⼒のもと、地域の実態に応じた施策を推進していきます。 
 

【課題・方向性】 

今後も認知症の容態に応じた適時・適切な医療や介護等の提供ができるよう、認知症地域支

援推進員が中心となった地域資源と専門機関との連携、認知症事業の企画・調整を図っていき

ます。 

 

② 認知症⾼齢者⾒守り事業および認知症サポーターの養成・活動促進 

【施策内容・取組】 

認知症サポーター養成事業とは、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地

域づくりをするために、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場において認知症の⼈や

家族を支援する人々を養成する事業です。 

本町では、認知症高齢者等でひとり歩きがある高齢者の事前対策として、親族や関係機関と

のネットワークを作成し、緊急時の対応も⾏っています。地域での⾒守りや認知症の理解を深

めるための普及啓発等への協⼒、認知症サポーター養成講座開催時の協⼒を依頼しています。 
 

【課題・方向性】 

地域住⺠に、地域でお互いに⽀えあうことの必要性を理解してもらうことが課題となってお

り、認知症サポーターリーダーの活動の場を増やし、事業の継続実施に努めます。 

今後、町内企業及び小学校・中学校などの教育機関でも広く認知症サポーター養成講座を⾏

い、登録育成に取り組んでいきます。 

 

認知症サポーター登録数 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 認知症サポーター登録数 人 253 349 250 300 350 400 
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③ 認知症ケアパスの普及 

【施策内容・取組】 

認知症ケアパスとは、「認知症の⼈の状態に応じた適切なサービス提供の流れ」のことです。

地域で培われてきた認知症の⼈を⽀える取組を地域住⺠と協議しながら整理し、体系的に分か

りやすく示していく必要があります。 

本町では、認知症ケアパスを令和元年度に作成し、医療や介護保険の法定サービスにとどま

らず、⺠間サービスや地域住⺠によるボランティア、相談窓⼝などを⽰しています。 

また、認知症ケアパスの普及・啓発について、町内の医療・介護施設、都城・三股圏域のオレ

ンジドクターのいる病院での配布だけでなく、図書館や健康管理センター、⼦育て⽀援センタ

ーなど、介護者・現役世代への普及啓発も実施しています。 
 

【課題・方向性】 

幅広い世代への普及啓発や認知症の相談窓⼝の周知が課題となっており、利⽤者の反響や関

係機関からの指摘事項を取り入れ、内容や普及啓発方法を精査し、よりわかりやすい発信に努

めます。 

 

④ 認知症ケア普及啓発（認知症カフェ等の活用推進） 

【施策内容・取組】 

認知症は誰もがなりうるものであり、認知症になっても住み慣れた地域で１⽇でも⻑く⽇常

生活を過ごせる社会を目指していくことが必要です。認知症の人やその家族がいつでも気軽に

相談を⾏ったり、気持ちを聞いてもらえたりするような場所（認知症カフェ等）の提供、⾒守り

や声掛けをしながらその⼈達に寄り添い⽀援をする伴⾛型の⽀援体制の構築を⾏っていきます。

認知症サポーターやボランティアの研修会を開催し、⽀え⼿の対応⼒向上も⾏っていきます。 
 

【課題・方向性】 

介護予防日常生活圏域ニーズ調査において、認知症に関する窓口を知っているかの質問に 

要介護認定を受けていない高齢者の約７割が知らないと回答しています。認知症についての相

談窓⼝の周知不⾜、認知症の⼈やその家族を継続的に⽀援する仕組み作りが課題です。 

社会福祉協議会や医療・介護の専門職と連携して、相談窓⼝の周知や認知症ケア施策の事業

計画、課題解決に向けた取組の実施に努めます。 
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❏ 地域包括支援センターでは、令和元年度に、認知症ケアパス 3 部作を作成しました。 

認知症の⽅やその家族の⽇々の暮らしを⽀援する⼿がかりとしてお役⽴ていただければ

と思っています。 

これらの冊子は今後も定期的に改訂し、新しい情報をタイムリーに掲載してお届けでき

るように努めていきます。 

 

 

第１部 『冒険の書』 

“いつまでも健康で楽しく人生を歩む”ための書。 

若い世代の⽅にも興味をもってもらうために、地域

包括支援センターの専門職を RPG ゲーム風にアレ

ンジし、各キャラクターの特性を活かし、素晴らし

い人生を送るためのヒントを紹介しています。 

 

 

 

 

 

第２部 『福祉サービスガイドブック』 

“住み慣れた家で⾃⽴した⽣活を続けていく”ため

のガイドブック 

身近な地域にある福祉サービス（医療・介護・介護

予防教室等）を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

第 3 部 『地域を楽しむカタログ』 

“自分たちのまちを自分たちで楽しくする”そんな

人たちのカタログ 

地域の課題を自分たちで解決していくことを楽し

みながら活動している人たちがいます。 

 

これらの冊子は、町 HPでもご覧いただけます。 
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認知症を支える地域の仕組み 

 

出典：認知症ケアパス（冒険の書） 
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出典：認知症ケアパス（冒険の書） 
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（４）権利擁護の推進 

① ⾼齢者虐待の早期発⾒・早期対応 

【施策内容・取組】 

◆関係機関等とのネットワークの構築 

警察、医療機関、社会福祉協議会、介護事業所、⺠⽣委員等のネットワーク機能の強化を進め

ていきます。さらに、関係者で構成するコアメンバー会議を随時開催し、情報の共有を図り、早

期発⾒・早期対応に努めます。 

また、認知症罹患者に係る虐待案件においては、町内の専門医療機関の医師や相談員ときめ

細かな連携を図りながら、困難事例への適正な対応につなげていきます。 
 

【課題・方向性】 

◆複雑化する虐待形態への⻑期的かつ専門的な関わりの必要性 

認知症対応への⼾惑いや介護疲れ、そして⽣活困窮など様々な要因が複合して虐待に⾄って

いるケースが多く、短期間で解決へ導くことは難しいです。また、虐待事案では、その当事者は

もとより、親戚縁者に係る極めて個人的な情報を正確に、かつ人権に配慮しながら取り扱わな

ければなりません。 

こうした業務の特性から、虐待対応については、⾏政機関が主体的に関わっていくことが求

められています。『⾏政機関に専門的な知識を有する⼈材を配置すること。そして、業務の継続

性を担保するため人材育成に務めること。』 これら⼈的配置に係る問題は、⼈事異動を伴う⾏

政機関にとって、この上なく⼤きなものとなっています。将来を⾒据えた、適正な⼈的配置及

び人的循環を求めていきます。        

 

② 成年後⾒制度の利⽤促進 

【施策内容・取組】 

◆成年後⾒制度の周知及び推進 

年々増加傾向にある認知症⾼齢者を法律的に保護・⽀援する⼿⽴てとして、国が推進してい

る成年後⾒制度の利⽤促進を積極的に実施していきます。 

例えば、低所得⾼齢者への成年後⾒制度利⽤の申⽴費⽤や後⾒⼈への報酬費等の助成、司法

書⼠等の専門職との連絡調整など成年後⾒制度を利⽤する際に必要となる⽀援を⾏っていきま

す。 
 

【課題・方向性】 

◆中核機関の効果的な設置 

本計画当初は、地域包括支援センターに中核機関としての機能を置き、地域連携ネットワー

ク会議の開催や成年後⾒制度の利⽤に係る相談業務を担っていくこととします。しかしながら、

成年後⾒制度の利⽤は、障がい者にも及ぶものであることから、中核機関のより効果的な設置・

運営について、障がい者部門との協議が必要です。 
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◆法⼈後⾒の必要性とその担い手への道筋 

成年後⾒制度については、今後、認知症高齢者が増加し、加えて障がい者の利⽤も⾒込まれ

ることから、施策を推進するほどに利⽤者が増えていくことが予想されます。 

しかしながら、当該地域には専門職の数が少ないため、成年後⾒制度を利⽤できない対象者

が出てくることが懸念されています。 

こうした状況を踏まえ、町は、「法⼈後⾒」事業者の誘致を急ぐ必要があります。法⼈が後⾒

を受け持つことで、利⽤者数の増加に対応することが可能となり、継続性や透明性も担保され

ることとなります。 
 

◆法⼈後⾒制度と⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業 

現在、社会福祉協議会では、⾦銭管理が困難な⾼齢者や障がい者を⽀援する⽇常⽣活⾃⽴⽀

援事業を実施しています。そして、今後は、この⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の利⽤者が成年後⾒制

度の利⽤者となる可能性が極めて⾼くなると⾔えます。 

社会福祉協議会が、こうした事業の実施主体であることや公共性・公益性の高い地域福祉に

資する事業を実施している法⼈であることなどから、全国的にも社会福祉協議会が法⼈後⾒の

運営事業者となっている例が数多くあります。 

本町においても法⼈後⾒の担い⼿として、社会福祉協議会を念頭に準備を進めていくことと

しています。 
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３ 基本目標３ 安心して暮らせる まちづくり 

（１）医療介護の連携 

◯在宅医療・介護連携の推進 

【施策内容・取組】 

全ての高齢者が、人生の最期まで住み慣れた地域で安⼼して⽣活ができるよう、医療・介護

の両⾯から切れ目ないケアを提供できる体制整備のため、三股町・都城市で在宅医療・介護連

携推進事業を都城市北諸県郡医師会に委託して実施しています。 

医療・介護連携を推進するため、町⺠及び専門職対象の研修会開催や医療機関・介護従事者

の相談窓⼝として在宅医療・介護連携相談⽀援センターの配置、エンディングノートの作成と

配布等を実施しています。 

 

【課題・方向性】 

医療と介護はそれぞれ制度が異なることから、多職種間の相互理解や情報共有が⼗分にでき

ていないことが課題です。医療と介護の連携を実現するため、継続して研修会開催等や町⺠の

理解を深めるための普及啓発を⾏っていきます。 

また医療と介護の連携を目的にＩＣＴ活⽤の検討を⾏っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：在宅医療・介護連携推進事業の手引 ver.３    厚生労働省 
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（２）住まいの選択 

◯養護⽼⼈ホーム 

【施策内容・取組】 

養護⽼⼈ホームは、経済的に⽣活が困窮し、ひとりで⽣活することが困難な⾼齢者を⽀援す

る施設です。一人暮らしの高齢者の増加や景気の悪化の影響を受けて今後、対象となる高齢者

は増えていくことが予想されます。養護⽼⼈ホームは、地域包括⽀援センターや医療機関、福

祉事務所等と連携しながら対象者への⽀援を⾏います。 

また、昨今では、虐待からの避難者、⽣活習慣の乱れから衰弱し⾃⽴困難となった⽅、退院後

の⼀⼈暮らしに⼼⾝の不安を抱える⽅等を⼀時的に救済し⽀援を⾏う養護⽼⼈ホームの短期宿

泊事業の需要が高まっています。 
 

【課題・方向性】 

本町の養護⽼⼈ホームは、個⼈契約型の介護サービスを利⽤できることで、介護度の⾼い⼊

所者が増えてきています。さらに、障がい者加算の対象者となるケアの必要な高齢者も多数お

られます。養護⽼⼈ホーム基準の⼈的配置では、職員⼀⼈に係る負担は⼤きくなってきていま

す。身体の状況にあった施設への移設も随時検討していく必要があります。 

また、⾝元引受⼈のいない⽅については、医療機関が求める同意や死亡後の諸⼿続き等につ

いて困難な状況が発生しています。譲渡後の施設整備については、共用スペースを中心に早急

に手当をされ、快適な空間を提供していただいています。 

しかしながら、もとより⽼朽化が著しい施設であったことから、居室のユニット化を含め今

後も施設整備が必要な状況です。 
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（３）安心・安全対策 

◯緊急通報システム貸与事業 

【施策内容・取組】 

高齢者福祉サービス事業のひとつで、⽇常⽣活に不安のある一人暮らしや高齢者のみの世帯

等に対し、緊急通報システムを貸与することにより、緊急事態の発⽣時に迅速かつ適切に対応

するとともに、受信センターの看護師などの専門職が安否確認や各種相談に応じる事業です。 

  

【課題・方向性】 

事業の普及啓発を推進し、継続して実施していきます。また家族や親族が近くに居住してい

ないケースや、安否確認をする協⼒員がいないケースもあり、地域の⾒守り体制や関係機関と

十分な連携を図る必要があります。 

 

緊急通報システム貸与事業 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

①  利用件数 件 26 23 27 30 33 35 
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（４）災害時避難支援 

① 避難⾏動要⽀援者名簿作成 

【施策内容・取組】 

災害発⽣時等において、⾃ら避難することが困難な⾼齢者の円滑かつ迅速な避難を⽀援する

ため、避難⾏動要⽀援者名簿を作成しています。 

65 歳以上の一人暮らし世帯、75 歳以上の高齢者のみの世帯を対象に災害時要配慮者調査を

実施し、避難⾏動要⽀援者名簿を作成し、災害時の⽀援及び安否確認に備えています。 
 

【課題・方向性】 

避難⾏動要支援者名簿を災害時等に機能させるためには、データの更新・⾒直し作業が適宜

⾏なわれ、常に正確で新しい情報が整えられていることが重要です。しかしながら、定期的な

調査・確認作業ができていないために内容の変更があったにもかかわらず名簿上は、そのまま

になっていることもあります。緊急時に人の命を救うための重要なデータを搭載した名簿です。

更新作業を主な業務として取り組む人材を配置し、有事に備えておく必要があります。 

近年のこの頻発する災害状況下にあって、町⺠の安全、安⼼を⽀える上で、避難⾏動要⽀援

者台帳の整備は、⾏政の不可⽋な任務であることを肝に銘じて取り組む必要があります。 

 

② 在宅の認知症⾼齢者の避難⽀援 

【施策内容・取組】 

在宅の認知症⾼齢者については、様々な⽅法でその把握に努めていますが、災害発⽣時等に

おいて⽀援を要する在宅の認知症⾼齢者が、“どのくらいの数おられて、どのようなサービスを

必要とされているか”については、まだ具体的な調査が進んでいないところです。今期において、

認知症の方の実態把握を進めていく中で、併せて災害時の避難支援の要否や求めるサービス等

についての調査を⾏っていきます。 

 

【課題・方向性】 

本町においても在宅の認知症⾼齢者の⼀⼈暮らし世帯があります。認知症⾼齢者の⽅につい

ては、避難所への移送方法等より、避難所での対応に難しいところがあります。避難所に専門

職の職員を配置するなどの対応が必要です。 

在宅の認知症⾼齢者を避難所で⽀援していくためには、⽇頃からその⽅たちと直接関わる機

会を持っておくことも重要です。福祉避難所に指定されている総合福祉センター等を活用し認

知症の方を対象としたサロンなどを定期的に開催し、専門職員や災害時に福祉避難所の担当と

なる町や社会福祉協議会の職員などが集まって交流する取組などを実践していくこととします。 
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４ 
基本目標４ 必要なときに必要なサービスを提供できる 

まちづくり 

（１）介護サービスの質の向上  

① 介護サービス事業者等の指定・指導監査の実施 

【施策内容・取組】 

本町では、必要なときに必要なサービスが適性に提供できるように下記内容で事業所の指定・

指導に取り組んでいます。 
 

◆指導監督業務の資質向上 

厚⽣労働省が実施する「介護保険指導監督等市町村職員研修」に積極的に参加し、指導監督

業務の資質向上を目指します。年２回⾏われる実地指導に関する研修にも参加し研鑽に努めて

います。 
 

◆集団指導の実施 

介護サービス事業所の適正な運営とサービスの質の確保に向け、集団指導を実施し、町とそ

れぞれの事業所との共通理解を図ります。居宅介護⽀援事業及び地域密着型サービス共に年１

回集団指導を⾏っていきます。介護報酬の改定等基本情報の周知とともにグループワークを取

り入れ、事業所間の情報提供の場を設けるなど、より効果的な指導に努めていきます。 
 

◆効率的な実地指導の実施 

介護サービス事業者等に対し、介護給付対象サービスの取扱いや介護報酬の請求等に関する

事項についての周知を徹底することを目的に、６年に１回（指定期間内に１回）を目安に実地

指導を⾏います。実施にあたっては、事業所の事務負担軽減に努め、適性に⾏います。 
 

◆不正事案等における厳正な対応 

重⼤な指定基準違反や介護報酬の請求に関する不正・不当がある場合等には、事実関係を的

確に把握し、公正かつ適切な措置をとる必要があることから監査を実施します。 
 

◆継続的な指導の実施 

指導の効果を⾼めるためには、適正な指導が継続的に実施されることが重要です。令和２年

度から導⼊した介護台帳システム等を活⽤し、実地指導の履歴や事業所の情報を適正に管理し、

指導業務の継続性が担保されるよう努めます。 
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【課題・方向性】 

介護サービス事業所の指定については、国が⽰す基準に基づき審査資料を精査し、さらに運

営協議会等に意⾒を求めるなどして、その適格性を判断します。指定した事業所については、

指定後も継続的に指導を⾏い事業所の適正な運営を⽀援します。 

また、⽼⼈福祉法に基づく指導もあわせ、国や県との連携や情報の共有を図りながら、利⽤

者の⾃⽴⽀援と尊厳の保持という理念を踏まえ、適正なサービス提供の確保に取り組みます。 
 

実地指導 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 実地指導件数 件 35 9 0 6 6 6 

※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、指導を一定期間中止しました。 

 

② 高齢者福祉・介護保険運営協議会における計画の進捗管理 

【施策内容・取組】 

本計画の進⾏状況を管理するために、⾼齢者保健福祉事業・介護保険事業の各事業について、

毎年の進捗状況を把握・整理し、PDCAサイクルを活⽤し、計画の点検・評価を⾏います。 

また、次年度以降の計画推進及び施策内容の改善につなげるため、課題の抽出や優先順位な

どの検討を⾏い、効果的かつ継続的な計画の推進を図ります。 
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（２）家族介護支援事業等の充実 

① 敬⽼祝い⾦ 

【施策内容・取組】 

⾼齢者に対し敬⽼祝い⾦を給付することにより、⻑寿を祝福するとともに、敬⽼の意を表し、

福祉の増進を図ります。 

令和２年度は、88 歳に 10,000 円を、100 歳に 20,000 円、最高齢者に 30,000 円を支給し

ています。当該事業については、前年度までより対象者の規模を縮⼩し当該予算を削減してい

ます。その削減額分については、サロン活動助成⾦の増額や⾼齢者安全運転⽀援事業（踏み間

違い防止）等の財源に充当しています。 
 

【課題・方向性】 

⾒直しの効果を注視しながら、改善が必要な点があれば随時⾒直しを検討していくこととし

ます。 

 

② ねたきり⽼⼈等介護⼿当 

【施策内容・取組】 

在宅で要介護４・５の⾼齢者を⽉に 20 日以上介護している家族に対し、月額 15,000 円の 

介護手当を支給し、経済的負担の軽減を図り、家族のやすらぎと福祉の向上を目指します。 
 

【課題・方向性】 

介護保険制度が開始される前の⾼齢者の介護は、居宅での家族の献⾝的な⾃助努⼒において

⾏われており、こうした⽅々を経済的に⽀援していくのがこの制度の趣旨でした。そのため、

介護保険制度が整っている現在では、当該制度の⾒直しについての意⾒もありますが、施設サ

ービスへの移⾏抑制効果も期待されることから、当⾯は、介護⽤品⽀給事業とともに在宅介護

を支援する事業として継続して実施していきます。 
 

ねたきり老人等介護手当支給事業 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 支給延べ人数 人 57 52 48 48 48 48 

 

③ 介護用品支給事業 

【施策内容・取組】 

施設等介護の利⽤が 15日未満で、要介護４・５の 40歳以上の⽅を在宅で介護している非課

税世帯の家族に対して、月額 6,000円（年額 72,000 円）分のクーポン券を支給し、経済的負

担を継続的に支援します。 
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【課題・方向性】 

平成 31 年度から郵送によるクーポン券の⽀給を導⼊し、受取に係る家族の負担を軽減しま

した。今後も⼿続き等の⾒直しを重ね、ねたきり⽼⼈等介護⼿当とともに、在宅介護を⽀援す

る事業として実施していきます。 
 

介護用品支給事業 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 支給延べ人数 人 193 196 228 220 220 220 

 

④ 家族介護慰労⾦⽀給事業 

【施策内容・取組】 

要介護度４・５で、年に通算７⽇以内の短期⼊所以外は介護給付を受けていない⾼齢者を介

護している非課税世帯の家族に対して、家族介護慰労⾦を⽀給し、その労を称えます。 
 

【課題・方向性】 

近年、⽀給実績はありません。当該事業の対象者は、居宅介護の理想的なモデルケースであ

る場合と介護保険制度から全く放置されているケースである場合の両⽅が考えられ、それらの

観点からも申請に基づく支給事業ではありますが、広報等により周知を徹底し、積極的に該当

者の把握に努めていく必要があります。 

 

⑤ 住宅改修⽀援事業 

【施策内容・取組】 

住宅改修に関する相談助⾔・情報提供をしています。住宅改修費の⽀給の申請に係る必要な

書類及び必要な理由がわかる書類を作成した場合の経費の助成を⾏い、住宅改修事業の適切な

利⽤を⽀援しています。住宅改修の必要性について、ケアマネジャーを含め、その他のサービ

スに関わる担当者会議を開催し決定しています。 
 

【課題・方向性】 

住宅改修の取扱は、利⽤者個々の住宅の状況や⽣活動作等によってもその必要性や改修の⽅

法が異なってきます。随時対応を吟味し、適正に事業を実施します。 
 

住宅改修支援事業 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 支給延べ件数 件 5 1 2 2 2 2 
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（３）介護サービスの安定的な提供  

① 介護給付費用適正化事業 

【施策内容・取組】 

介護（予防）給付について、真に必要な介護サービスが適正に実施されているか、また、不要

なサービスが提供されていないか等について検証します。本事業は、利⽤者への適切なサービ

スを提供するための環境の整備であり、また、介護給付費の適正な執⾏を図る事業でもありま

す。令和元年度から会計年度任⽤職員２名配置し、次の取組を実施しています。 
 

◆要介護認定の適正化 

認定調査に関する研修として、保健所主催の介護認定調査員研修会（現任研修）を毎年受講

しています。研修会では、グループワークの場が設けられており、日頃の疑問点を解消する貴

重な意⾒交換の場となっています。 

また、厚労省の e―ランニングシステムを活用することで、認定調査員の知識を深めるとと

もに⼀⼈ひとりの理解度や各⾃治体における弱点や解釈の傾向等を知ることができ、認定調査

の適正化・平準化に向けた改善につながっています。 

今後も直営の４名体制を維持し、定期的に勉強会を⾏い、調査業務の質の向上を図っていき

ます。 
 

◆介護給付費通知 

介護保険の全利⽤者に対して、サービス費の確認及び使⽤状況の認識のため、年２回郵送で

通知しています。ホームページ等に通知内容の⾒⽅などの概要説明を掲載し、利⽤者がよりわ

かりやすく確認できるよう努めていきます。 
 

◆住宅改修等の点検 

対象者の状況に合った適正な改修が⾏われているか、全ての申請書等を細かく点検していま

す。令和２年度からは、福祉住環境コーディネーターの資格をもつ職員が審査を⾏っています。

書面では十分に確認ができない場合は、担当ケアマネジャーに確認を取り、特殊な場合は、都

市整備課の建築技師とも連携を図りながら適正な判断を⾏っていきます。 
 

◆医療情報との突合・縦覧点検 

国保連合会から毎⽉送信されてくるデータをチェックし、適正に給付が⾏われているかを確

認しています。結果請求の誤りの場合は、過誤処理等により適正な給付が⾏われるよう実施し

ています。 
 

◆ケアプランの点検 

平成 30 年度及び令和元年度に実施しました。介護⽀援専門員に対する研修会や情報提供を

実施し、⾃⽴⽀援・重度化防⽌につながる適正なケアプラン作成ができるよう⽀援を⾏ってい

きます。また、県介護支援専門員協会に委託し、専門的分野からケアプランをチェックしても

らうなど、効率的なケアプラン点検が可能となる体制や実施⽅法について引き続き検討してい

きます。 
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【課題・方向性】 

継続して、公平な給付水準の確⽴、介護保険料の負担の軽減、重度化防⽌・⾃⽴⽀援に向けた

適正なケアプランの作成を目標として、「宮崎県版ケアプラン点検支援マニュアル」をもとに居

宅介護支援専門員・各事業者等と互いに検証・確認し、共に高め合っていきます。 

現在⾏っていない住宅改修の現地確認、住宅改修を⾏う事業所への介護保険制度の理解を深

めるための再研修など、過不⾜のないサービスの提供に向けた取組を⾏っていく必要がありま

す。 

また、地域ケア個別会議を利⽤してケアプランの質の向上、住宅改修の適正な判断を⾏って

いくことを検討していきます。 
 

介護給付費用適正化事業 実績値及び目標値 

区  分 指標 
実績値 見込値 目標値 

H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

① 要介護認定の適正化、研修 回 1 1 1 1 1 1 

② 介護給付費通知 回/年 2 2 2 2 2 2 

③ 住宅改修等の点検 件 78 78 84 80 80 80 

④ 縦覧点検 回/年 12 12 12 12 12 12 

⑤ ケアプランの点検 件 20 25 0 20 20 20 

 

② 介護人材の確保 

【施策内容・取組】 

町の調査でも、介護に係る職員の⼈材の不⾜、介護職員の⾼年齢化は深刻な状況です。国に

おいても確保に向けた取組がなされていますが、⾼齢化率は今後も上昇が予測され、介護需要

がさらに拡大することが予想されることから、今後介護サービス事業者と連携し人材確保の推

進を図っていく必要があります。 
 

【課題・方向性】 

介護未経験者に対する研修の実施、ＩＣＴ・介護ロボット導入に関する事業所への情報提供、

総合事業の担い手の育成など本計画期間中も引き続き検討していきます。 

また、町への提出⽂書の様式の⾒直し、⼿続きの簡素化等を進め、介護事業所の負担軽減を

図っていきます。 
 

③ 介護相談員派遣事業 

【施策内容・取組】 

町に登録された介護相談員が、介護サービス施設・事業所に出向いて、利⽤している⼈やそ

の家族が感じている日常の疑問や困りごとなど、施設職員に直接言いにくいことを伺い、第三

者的視点で利⽤者、介護サービス提供事業者及び町との橋渡しをしながら、問題の改善や介護

サービスの質の向上につなげる取組です。 
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【課題・方向性】 

介護相談員として登録するためには「一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の

実施にふさわしい人格と熱意を有する者」という認定基準があり、人材養成が大きな課題とな

ります。本計画期間中、継続して検討していく必要があります。 

 

④ 事業所の整備 

【施策内容・取組】 

施設サービスについては、都城・北諸地区を⼀つの圏域としてそのサービス量に⼀定の規制

が設けてあり、当該圏域内における施設整備の必要性等について都城市と協議を⾏いながら進

めています。 
 

【課題・方向性】 

現在、この圏域内においては、居宅に位置づけられている住宅型の有料⽼⼈ホームの整備が

進んでいることや介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈ホーム）の⼊所要件が要介護 3以上となっ

たこと等から、待機者が以前より減少傾向にあります。また、施設における介護従事者が不⾜

し、そのために入所を受け入れられないといった状況も生まれています。こうした状況を踏ま

え、施設整備については、本計画中において、介護⽼⼈福祉施設や介護⽼⼈保健施設等の今後

のニーズ動向を改めて調査し、その緊急性等について検討を⾏っていきます。また、地域密着

型のサービスで、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）や⼩規模多機能型居宅介護等

の整備についても引き続き協議を⾏いながら、早期の必要性の有無の判断を⾏っていきます。 

 

⑤ 適切な情報提供と制度の周知 

【施策内容・取組】 

窓口での説明、ホームページの活用及び介護保険説明会の開催により介護保険に関する情報

提供を⾏い、町⺠への周知・理解を図り、要介護状態になっても安心して暮らせるよう、また、

介護離職者ゼロにつながるよう介護者にも適切な情報提供を⾏っていきます。 

毎月送付している 65 歳到達者へのパンフレットを随時⾒直し、介護保険料についても理解

を図っていきます。 

「介護サービス情報公表システム」の URLを介護認定通知書へ掲載することの検討など、同

システムを活⽤し、利⽤者が介護サービス事業者を適切に選択することができるよう情報の提

供に努めていきます。 
 

【課題・方向性】 

地域密着型サービス事業所については、運営推進会議にて介護保険について家族や地域の方

に情報を提供することができています。今後は、その他の介護施設、サービス事業所などへの

情報提供、制度の周知を図る必要があります。また、現在 FAXや文書の送付により提供してい

る情報について、メールでの提供に随時切り替えを⾏い、より迅速な情報提供に努めていく必

要があります。 

 

 



- 83 - 

⑥ 災害・感染症対策に係る体制整備 

【施策内容・取組】 

介護事業所、町担当課及び関係機関と連携し、防災や感染症対策についての周知啓発、研修、

訓練を実施します。また、町担当課及び関係機関と連携して、介護事業所等における災害や感

染症の発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制を継続して整備していきます。 

    

【課題・方向性】 

感染症拡大により、高齢者の日常生活は大きな影響を受け、疾病や ADL（日常生活動作）の

状況悪化、⽣活意欲の低下が懸念されます。医療機関、介護サービス事業所等と連携した非常

時における対応について、継続的に検討していきます。また、要介護者のみならず介護者に対

する感染予防・発⽣時対応の両⾯の強化を⾏っていきます。 

あわせて、介護サービス事業所向けに、事業継続のための計画づくりや研修の実施、発生し

た場合に必要となる衛生物資の確保やかかり増し経費への支援などを検討していく必要があり

ます。これらについて、本計画中に継続して協議を⾏っていきます。 
 

※新型コロナウイルス感染症に関する施策について 

感染症拡大により、高齢者の日常生活は大きな影響を受け、疾病の悪化や ADL（日常生活動

作）の低下、⽣活意欲の衰退などが懸念されます。医療機関、介護サービス事業所等と連携した

非常時における対応について、継続的に検討していきます。また、要介護者のみならずその家

族（介護者）に対する感染予防対策や発⽣時対応⼿続きなどの⽀援の強化を⾏います。 

あわせて、介護サービス事業所向けに、事業継続のための計画づくりや研修の実施、発生し

た場合に必要となる衛生物資の確保、及びかかり増し経費への支援などを実施していく必要が

あります。 

 

【専門職員の人材確保】 

今回のコロナウイルス感染症への対応の有り様から、改めて医療従事者等の専門職員の不⾜

が明らかにされました。私たちは、このことを深刻な課題として受け⽌め⼈材の確保に⼒を注

いでいく必要があります。 

町には、健康づくりにおける訪問指導や⾼齢者の実態把握、災害時の避難⾏動要⽀援者台帳

の整備など、看護師や保健師等の訪問調査が必要な業務が多々あります。こうした業務は、日

頃から継続的、計画的に進めていくべき作業です。訪問指導は、病気の早期発⾒、重篤化防⽌に

効果を発揮し医療費の削減につながります。また、避難⾏動要⽀援者台帳は、防災の⽴場から

適宜更新し、整備しておくことで緊急時にその役割を果たすものです。このように町として有

⽤な業務の進展と有資格者の⼈材確保の両⽴を狙ったやり⽅も検討していくこととします。 

 

 



 

 


