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第８期事業計画の方向性と基本方針（案）
○　第８期介護保険事業計画については、第７期をベースに基本指針で示された次の記載を充実する必要。
　・2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備
　・地域共生社会の実現
　・介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）
　・有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化
　・認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進
　・地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化

　・災害や感染症対策に係る体制整備

○　また、第６次廿日市市総合計画では「市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり」をまちづくりの基本理念とし
ており、「いつまでも暮らし続けられるまちをつくる」を重点施策としているところ。　

＜参考＞第６次廿日市市総合計画（抄）

　まちづくりの基本理念　「市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり」
　
　将来像　「挑戦！豊かさと活力あるまち　はつかいち　～夢と希望をもって世界へ～」

　方向性　「くらしを守る」

　重点施策　「いつまでも暮らし続けられるまちをつくる」

○　これらを踏まえ、第８期介護保険事業計画の方向性と基本方針を、次のようにしてはどうか。　

計画の方向性
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまち　はつかいち

基本方針
①生きがいを持って暮らし続けられるための支援の充実
②認知症とともに暮らす地域の実現
③地域で暮らし続けられる体制の構築
④介護保険サービスの安定的な提供

第２回策定委員会
資料６より



第７期介護保険事業計画期間における
施策の進捗状況等について
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第２回策定委員会
資料４より



基本方針１　地域包括ケアシステムの深化・推進
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現状 課題

①在宅医療・介護連携の推進
　・　廿日市市五師会に委託し、地域の医療・介護サービスの資源把握、在宅

医療・介護連携の課題の抽出を行うなどの検討会を開催し、専門職のスキ
ルアップ研修やサロン等への講師派遣を実施。

　・　在宅での生活において、相談すべき連絡先などを把握できるよう、相談連
絡シートやお薬手帳カバーを作成し、配布。　

①在宅医療・介護連携の推進
　・　在宅での医療と介護が現状においてどの程度連携しているかなどの課題を

把握するため、分析が必要。
　・　在宅での看取りの重要性が増す中で、専門職や住民の理解が必要。

②地域医療拠点整備における整備検討
　・　地域医療拠点に、地域包括支援センターはつかいち（西部）、ＮＰＯ法

人廿日市市五師士会を移転し、在宅での医療と介護に関する総合相談窓
口として在宅医療・介護相談支援室（仮称）の新設に向け準備中を進め
ている。

②地域医療拠点整備における整備検討
　・　地域医療拠点を中心に医療職と介護職の連携の推進が必要。

③地域ケア会議の推進
　・　日常生活圏域ごとの地域ケア会議を開催。

③地域ケア会議の推進
　・　地域ケア会議で把握した地域課題について、課題の整理が不十分。また、

地域ケア推進協議会に報告しているものの、各地域へのフィードバックや政策
形成に活かせていない。

　・　地域ケア会議の開催状況が地域によって差がある。
④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の機能を強化するため、地域包括支援センター運

営協議会において、地域包括支援センターを評価。
　・　地域包括支援センターに対する研修等を企画し、地域のケアマネジャーを

含めたスキルの向上、人材育成を実施。

④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の担当する地域が広範で、地域に根ざした地域包

括支援センターの運営になっていないのではないか。
　・　地域包括支援センターの評価を全国と比べると、総合相談支援、地域ケア

会議の項目が全国平均を下回っている。



基本方針２　高齢者の自立支援・重度化防止
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現状 課題

①自立支援に資するケアマネジメント
　・　令和2年3月と5月に高齢者の自立支援、重度化防止に向けた地域ケア

会議（自立支援型地域ケア会議）を実施する予定であったが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、中止。令和2年8月に第1回自立支援
型地域ケア会議を開催。

　・　ケアマネジメントの充実に向け、研修会の開催などを通じ、ケアマネジャーと
の連携を強化。

①自立支援に資するケアマネジメント
　・　高齢者の自立支援、重度化防止に向けた地域ケア会議（個別ケア会

議）について、会議の在り方や進め方をどのようにするか。

②　通いの場の活動促進
　・　開始後３ヶ月、６ヶ月、１年、その後のフォローの体力測定（累計３２

回）とミニ講座（累計３０回（栄養改善５回、口腔ケア１２回、認知
症１３回））を実施。

　・　いきいき百歳体操を活用した通いの場の交流会を１回開催。

②通いの場の活動促進
　・　通いの場の数が、目標値（令和元年度で６２カ所）に至らなかった。

③地域サロン
　・　既存のサロンに加え、新たな取り組みを行う「集う場」について周知するととも

に、新たなサロンの立ち上げ支援を実施。
　・　通いの場に、行政、包括、生活支援コーディネーター（ＳＣ）、事業所が

連携し、体力測定や専門職による口腔、栄養、認知症予防や健康相談な
どを実施。

③地域サロン
　・　地域サロンに認知症になっても通い続けられるような支援やしくみが必要。

④生活習慣病予防の推進
　・　介護・介助が必要となった要因として生活習慣病が挙げられていることも踏

まえ、健康診査、生活習慣の改善の相談指導などを実施。
　・　健康づくりに対するインセンティブのための「ウォーキングカード」を作成し、交

流ウォーキングへの参加を推進。

④生活習慣病予防の推進
　・　目標値（令和元年度48パーセント）に達していないものの、特定健診の

受診率は年々上昇している。。
　・　「ウォーキングカード（はっちゃんカード）」について、カードの達成者がリピー

ターとなっている。
⑤ボランティアポイント制度の拡充
　・　社会参加活動を通じた介護予防の取り組みを進めるため、ボランティアポイ

ント制度を拡充。
　・　ボランティア登録者数が、７期計画策定時には登録者数88名であったが

令和元年度には509人となるなど増加。

⑤ボランティアポイント制度の拡充
　・　若い世代への社会参加・就労的活動の促進。



基本方針２　高齢者の自立支援・重度化防止
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現状 課題

⑥生きがい活動の推進
　・　大学や各種団体等と連携し、多様な学習機会を推進。
　・　各市民センターが地域における様々な活動拠点として、考え、話合う場とな

れるような取り組みを推進。

⑥生きがい活動の推進
　・生涯学習やスポーツ、就労など、生きがいにつながる活動は多様である。生き

がい活動の推進は複数の課で進めているが連携が取れていない。

⑦老人クラブ活動の活性化
　・　老人クラブ連合会の活動を支援。
　・　加入者を増加させるため、「広報はつかいち」において募集広報を実施。

⑦老人クラブ活動の活性化
　・　新規参入者のきっかけづくりに取り組んでいるが、成果を出すことが難しい。

⑧就労による生きがいづくりへの支援
　・　高齢者の就労を図るため、シルバー人材センターの新規加入について、広

報はつかいちで広報。

⑧就労による生きがいづくりへの支援
　・　周知が不足している。
　・　就労率が低い。



基本方針３　地域における自立した生活への支援の充実

7

現状 課題

①相談体制の充実
　・　高齢者の相談窓口が地域包括支援センターであることについて、約30パー

セント※１の方が知っていると回答。また、地域包括支援センターの名前に
ついて、約40パーセント※２の方が知っていると回答。

　　※１、※２高齢者の健康福祉に関するアンケート調査報告書P187(4)地域包括支
援センターの認知度

　・　認知症に関する相談窓口を約61パーセント※３の方が、知らないと回答。
　 　※３高齢者の健康福祉に関するアンケート調査報告書P169(2)認知症に関する相

談窓口の認知度
　・　他部署との連携を行いつつ相談に対応しており、総合相談支援の件数は、

年々増加。

①相談体制の充実
　・　地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムにおいて、高齢者やその

家族に対する相談支援、関連機関や事業所間の連携体制構築を行うなど
の中核的機関としての役割を担っており、相談先として地域で認識されること
が必要。

　・　個別ケースの支援への対応にとどまらず、今後さらに地域の多様な関係者と
ともに地域の仕組みづくりを進める必要があり、地域包括支援センターの機
能強化を図る必要。　

②生活支援体制整備
　・　高齢者の在宅生活を支えるため、多様な主体による重層的な生活支援・

介護予防サービスの提供体制の構築に向けた市内全域を対象とする第１
層協議体、旧行政区で構成される第２層協議体、小学校区や区で構成
される第３層協議体の構築を目標としている。第３層協議体を２８のコミュ
ニティに１ヶ所設置することを目指しているが、令和元年度までの設置数は
６ヶ所である。

　・　第２層、第３層協議体の会議回数が、増加。地域課題を我がこととして、
取り組まなければならないと捉えている市民や団体が存在。

②生活支援体制整備
　・　地域課題を我がこととして、取り組まなければならないと捉えている市民や団

体が存在するものの、地域内で課題を共有したり、解決に向けての話し合が
不十分。

　・　高齢化が進み、地域自治組織の基盤がぜい弱な地域では、担い手の確
保が困難。

③住民主体による生活支援サービスの展開
　・　住民主体の支え合いサービス（総合事業のサービスB（訪問型））では、

住民主体による庭掃除、ゴミの片付けなどの生活支援を実施。住民主体の
通いの場サービス（サービスB（通所型））では、体操などを通じた地域の
中で交流を深めながら行う介護予防活動を実施。

　・　通いの場サービス（サービスB（通所型））では登録団体が増加し、地
域の中での交流の場や見守りの場が広がっている。

③住民主体による生活支援サービスの展開
　・　総合事業のサービスBについての担い手が不足。



基本方針３　地域における自立した生活への支援の充実
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現状 課題

④認知症初期集中支援チームの充実
　・　認知症初期集中支援チームが、認知症が疑われる人、認知症高齢者や

その家族に接触することにより、９割以上のケースで医療や介護サービスに
繋げている。

　・　チーム員会議やモニタリングなどを実施。

④認知症初期集中支援チームの充実
　・　認知症の初期段階で関わりを持つための仕組みづくり

⑤認知症地域支援推進員の資質向上
　・　認知症地域支援推進員に対し、初任者・現任者研修を実施。
　・　地域の高齢者サロン等で認知症に関する講座を行い、正しい知識の普及

啓発や認知症地域支援推進員を周知。
　・　認知症ケアパスを作成し、佐伯地区医師会や、民生委員児童員協議会

等で配布し、周知。

⑤認知症地域支援推進員の資質の向上
　・　認知症地域支援推進員への相談ケース、対応ケースが増加。

⑥認知症に関する啓発活動の推進
　・　認知症ケアパスの作成・普及や認知症に関する普及啓発、認知症サポー

ター養成講座、認知症カフェの設置、認知症への理解や、サービスの周知な
どを実施。

⑥認知症に関する啓発活動の推進
　・　認知症サポーター養成講座について、第７期策定時の実績と比べて開催

数を増加できていない。
　・　認知症サポーター養成講座を受講終了後、活動につながっていない。

⑦認知症高齢者家族やすらぎ支援事業
　・　認知症高齢者を介護する家族の支援を行うやすらぎ支援員の要請や継

続に向けたフォローアップを実施。

⑦認知症高齢者家族やすらぎ支援事業
　・　やすらぎ支援員による訪問のニーズ把握ができていない。

⑧徘徊高齢者家族支援サービス事業、はいかいSOSネットワーク拡充
　・　認知症高齢者に対する家族や地域の理解を促すとともに、認知症高齢者

が徘徊した場合に、早期に発見できるシステムを構築。
　・　徘徊発生時のマニュアルの見直しを実施。

⑧徘徊高齢者家族支援サービス事業、はいかいSOSネットワーク拡充
　・　徘徊高齢者の早期発見のための位置情報を特定できる端末の貸出しを

行っているものの、外出時に所持し忘れること等があり、機能しない場面があ
る。

⑨権利擁護事業の推進
　・　成年後見制度や地域福祉権利擁護事業を活用できるよう支援するととも

に、消費者被害に対する自己防衛ができるよう啓発を実施。

⑨権利擁護事業の推進
　・　成年後見制度の周知や相談窓口の一本化
　・　地域連携ネットワークなどの構築



基本方針３　地域における自立した生活への支援の充実
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現状 課題

⑩高齢者虐待防止の推進
　・　地域包括支援センターが中心となり、相談支援体制の充実、施設での虐

待防止、高齢者虐待防止ネットワーク会議の開催等を実施。

⑩高齢者虐待防止の推進
　・　虐待防止には、早期発見が必要であり、市民への普及啓発や関係機関と

の連携が不十分。
　・　虐待対応する職員のスキルアップ



基本方針４　高齢者が安心して暮らせる生活環境の整備
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現状 課題

①防災体制の充実
　・　自主防災組織等を対象に各種研修会や情報交換会を開催するほか、出

前トークや防災訓練の実施を通じて市民の防災意識の向上を図った。
　・　避難行動要支援者の名簿提供の協定を締結した地域自治組織や自主

防災組織は、市内２８地区中２４地区。要支援者のうち避難支援に関
する個別計画書が作成された割合は、令和元年度6月時点で約48.8％。

　・　災害時の避難支援活動に活用できるよう、土砂災害特別警戒区域等に
位置する避難行動要支援者の住居をＧＩＳに表示できるよう可視化。

　・　災害発生時に、高齢者や障がい者等の特別な配慮を必要とする方の受
入れ先となる「福祉避難所」について、協定締結する事業所の増加に取り
組んでいる。

①防災体制の充実
　・　避難行動要支援者名簿の登録率や個別計画書の策定率は向上してい

るが、発災時の支援活動に繋がっていない。
　・　介護保険施設等において、災害等による定員超過利用が認められる場合

があるが、施設が使用不能となった場合の他施設との受入協定の締結等が
不十分。

　・　介護保険施設等における非常災害対策計画や要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の作成が不十分。

②安心した住まいの確保
　・　生活支援センターと連携をとり、市営住宅や県営住宅、市内の不動産を

紹介している。
　・　広島県居住支援協議会の廿日市市意見交換会において、情報共有や

課題検討を実施。

②安心した住まいの確保
　・　住宅セーフティネットに登録している不動産が市内にない。

③施設サービスの確保
　・　養護老人ホームについては、入所申込者の希望の入所先の情報提供を

行っている。
　・　サービス付き高齢者住宅等の新設及び変更等については、広島県からの

情報提供がされている。

③施設サービスの確保
　・　生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える高

齢者に対応できるようなサービス見込み量の把握が必要。
　・　サービス付き高齢者住宅等については、広島県及び関係課との詳細な情

報共有が不足している。
④高齢者の移動交通手段の確保
　・　路線バス以外に、団地の中でコミュニティバスを走らせ、移動・外出の手段を

確保。

④高齢者の移動交通手段の確保
　・　令和２年３月にコミュニティバスの路線の改正があり、バスが通らなくなった

所が存在。
　・　地域の地理的条件や外出先のニーズに応じて、どのような移動交通手段が

必要であるか、地域でできること、市でできることを考えて、実現できるようなし
くみが必要。



第７期介護保険事業の推進
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現状 課題
①事業者の指定と指導・監査
　・　第７期介護保険事業計画で整備することとしていた、認知デイ、グループ

ホーム、小多機、看多機について公募を実施し、認知デイ、グループホームに
ついては整備事業者を選定。

　・　指定（更新）申請については、平成30年度に33件、令和元年度に48
件提出され、申請日から3週間で指定。

　・　指定事業所の実地指導については、平成30年度に48件、令和元年度に
42件実施。令和元年度に廿日市市で初めて集団指導を実施。（令和２
年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止。）

①事業者の指定と指導・監査
　・　サービス付き高齢者向け住宅において、いわゆる「囲い込み」が問題となって

いるが、個別の介護事業所への実地指導は行えるものの、サービス付き高
齢者向け住宅に対する指導権限がないため、抑止に限界がある。

　・　介護分野の人的制約が強まる中、介護現場の業務効率化の一つとして文
書に係る負担軽減が求められているが、指定申請や指導・監査において国
から示されている取組に十分対応できていない。

②ケアプラン点検の実施、縦覧点検・医療情報との突合
　・　ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付費通知は、平

成30年度、令和元年度のそれぞれで目標としていた数値を実施。
　・　ケアプラン点検により、給付費の増加要因として受給者自身出来ることまで

介護サービスで補うなど過剰のサービス提供が行われている場合を把握。
　・　縦覧点検・医療情報の突合は、国保連に委託し、市では内容の確認を実

施。

②ケアプラン点検の実施、縦覧点検・医療情報との突合
　・　過剰なサービスへの対応
　・　全てのケアプランに対するケアプラン点検の数が少ない。また、ケアプラン点検

に当たり、ケアマネの経験のない職員が対応しており、職員のスキルアップが課
題。

　・　縦覧点検・医療情報の突合を行っているものの、内容確認に留まっており、
実地指導への反映が課題。

③介護人材の確保と資質の向上
　・　緩和した基準による訪問型サービスに従事する生活支援員や元気な高齢

者による介護予防ボランティアなど福祉に関わる新たな地域人材の育成、中
学生に福祉現場を体験する機会を設けることや、介護職などの潜在有資格
者に対して復職支援を実施。

③介護人材の確保と資質の向上
　・　特に介護職の確保と介護職への計画的な研修の実施が課題。
　



第７期介護保険事業において設定した目標
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　 　 　 設定指標及び実績　

　 項目 指標 平成30年度
目標

平成30年度
実績

令和元年度
目標

令和元年度
実績

自立支援、
介護予防・
重度化防止

自立支援に資するケアマネ
ジメント普及

介護支援専門員への研修の実施回数 2 2 2 4

自立支援ケアマネジメントについて検討した地域ケア
会議の実施回数 3 0 3 0

ケアプランの内容確認
（要支援・事業対象者年3回） 3 1 3 1

介護予防の実施状況

通いの場（廿らつサロン）参加者（一般高齢者・事
業対象者）に占める要支援以上の新規認定率

全体の新規認定
率（2.6％）以下

通いの場における
新規認定率

1.4%
全体の新規認定
率（3.0％）以下

通いの場における
新規認定率

0.9%

いきいき百歳体操での体力測定・アンケートの実施 23 61 31 32

いきいき百歳体操（高齢者の1割が参加） 45箇所/810人 39箇所/833人 62箇所/1,116人 45箇所／856人
廿らつプラチナボランティア 200人/75％ 138人/58％ 220人/75％ 509人／50％

認定率の維持・低下 新規認定者の伸びが後期高齢者の伸び以下 後期高齢者の
伸び（2.7％）

新規認定者の
伸び（2.6％）

後期高齢者の
伸び（3.1％）

新規認定者の
伸び（3.0％）

介護給付
適正化

ケアプラン点検の実施 実施事業所数 13 14 13 13

縦覧点検・医療情報との突
合

縦覧点検の実施 12 11 12 12

医療情報との突合 12 11 12 11

介護給付費通知 介護給付費通知 1 1 1 1



第７期介護保険事業期間における施設整備の状況
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区分
平成30年度 令和元年度

計画 実績 計画 実績

広域型

介護老人福祉施設 　 　 　 　
介護老人保健施設 　 　 （増員20人） （増員20人）
介護医療院 　 　 　 　
介護療養型医療施設 　 　 　 　
特定施設入居者生活介護 （増員４人） （増員４人） （定員30人） （定員30人）

地域密着型

認知症対応型通所介護 　 　
廿日市東部、中部、
西部又は大野圏域
（定員12人）

廿日市東部圏域
（定員12人）

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム） 　 　 廿日市東部圏域

（定員18人）
廿日市東部圏域
（定員18人）

地域密着型介護老人福祉施設 宮島圏域
（増員４人）

宮島圏域
（増員４人） 　 　

小規模多機能型居宅介護 　 　 廿日市西部圏域
（定員29人） 　

看護小規模多機能型居宅介護 　 　
廿日市東部又は中

部圏域
（定員29人）

　



第８期介護保険事業計画において
記載の拡充が求められている事項について

14



第８期介護保険事業計画で記載の充実を求められている事項
現状・課題
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○2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備
　・　2025年、2040年を見据え、人口推計や介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の

量、地域支援事業に要する費用の額、保険料の水準に関する中長期的な推計を行うよう準備中。
　・　2025年、2040年を見据えた人口推計等を行うに当たり、各種施策がどのように要介護認定や給付費に影響しているのかなどの施策の

エビデンスが少ない。
　・　廿日市市で事業を行いたいと意向が示されるものの、立地などの条件が合わず実際に参入されない場合がある。

○地域共生社会の実現
　・　地域共生社会の実現に向けて重層的支援体制整備など地域福祉計画等において検討を進めているところ。介護分野においても、地域

のあらゆる主体が協同して助け合いながら暮らすことのできる地域共生社会の実現に向けて、基盤整備が求められており、生活支援体制
整備など既存の施策を着実に進めているところ。

　
○介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）
　・　地域包括支援センターは、地域包括ケア推進の要として、今後の高齢化の進展に的確に対応することが期待されているほか、介護離職

ゼロの実現に向けた相談窓口などの役割も期待されており、地域包括支援センターの在り方の検討を進めている。
　・　総合事業のサービスを受けた方が要介護認定を受けた場合、総合事業によるこれまでの地域とのつながりが途絶えてしまうことから、重度

化防止に資するとされる地域との繋がりを求める声がある。

○有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化
　・　サービス付き高齢者住宅の建設がされる場合には、建設部門を通じて県から情報提供がされる仕組みがあるところ。
　・　全国的には、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅が提供するサービスとして、介護保険サービスではない「介護サービス」の提供が

可能な旨の表記がされていることなどから、住居の契約者の介護のイメージと実際に提供されるサービスに乖離があり、トラブルなどが指摘さ
れている。



第８期介護保険事業計画で記載の充実を求められている事項
現状・課題（続き）
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○認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進
　・　令和元年６月に「共生」と「予防」を柱とする「認知症施策推進大綱」が取りまとめられ、チームオレンジの取組、認知症予防に資する

可能性のある活動の推進等が求められている。
　・　認知症の初期段階で関わりを持つための仕組みづくりが必要。【再掲】
　・　認知症サポーター養成講座の受講終了後に活動につながっていない。【再掲】
　・　認知症高齢者の方が増加する可能性を踏まえ、認知症対応型共同生活介護などのサービス基盤の整備を行う必要。

○地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
　・　介護離職ゼロに向けて、広島県と協力しながら、処遇改善加算の取得促進や生産性向上の取組など総合的に人材確保に取り組ん

でいる。
　・　人材確保に向けて生活支援員や介護予防ボランティアなど福祉に関わる新たな地域人材の育成、中学生に福祉現場を体験する機

会を設けることや、潜在有資格者に対して復職支援として現場実習のある「お仕事きっかけ講座」を平成29年度から毎年度実施。【再
掲】

　・　生産性の向上については、広島県が地域医療介護総合確保基金の対象メニューの介護ロボット導入支援事業等を実施しているが、
周知について広島県との連携が不足している。

　・　介護人材の確保については、これまで取組を行ってきているところであるが、調査結果では引き続き介護職員の確保が困難である旨の
回答がされている。

　　※事業所・法人を対象とした調査結果概要と課題（サービス展開意向調査部分）P16(1) 事業を継続していく上での課題等

○災害や感染症対策に係る体制整備
　・　災害については、実際の災害を想定し、避難行動要支援者の名簿更新・追加を実施。また、介護事業所等と連携し、避難訓練の

実施や防災啓発活動、介護事業所等におけるリスクや物資の備蓄状況等の確認を行うことが必要。
　・　個別計画書の作成ができていない地区や、災害時等の物資の備蓄状況や事業所同士の連携の在り方が不明瞭。
　・　新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に関する福祉サービス調整会議を開催。



第８期介護保険事業計画策定に向けた論点
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第２回策定委員会
資料５より



第８期介護保険事業計画策定に向けた論点
＜自立支援・介護予防・重度化防止＞
○　介護予防・健康づくり施策等の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）に向けて
　　・　高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施
　　・　自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組の強化
　　・　総合事業の対象者や単価の弾力化
　　・　要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標
　等の指摘を踏まえ、例えば、通いの場の箇所数を増やし、またどのように活用すべきか。

＜認知症施策の推進＞
○　認知症施策については、
　・　認知症初期集中支援チームの充実
　・　認知症地域支援推進員の資質向上
　・　認知症ケアパスや認知症カフェの設置などにより認知症に関する啓発活動の推進
　などを行ってきているところだが、認知症に関する相談窓口を約６割の方が知らないと回答するなど、相談窓口や認知症に関する啓発が十

分でないと考えられる。今後一層の取り組みが求められている中で、関係団体との連携など今後の進め方をどのように考えるか。

＜地域包括支援センターの強化＞
○　介護予防・健康づくり施策等の充実・推進、認知症施策の推進や地域共生社会の実現をするに当たり、地域包括支援センターは、相

談、関連機関や事業所間の連携体制構築を行うなどの中核的機関としての役割を担っている。総合相談窓口としての更なる周知と機能
強化についてどのように考えるか。

＜災害・感染症対策＞
○　災害や感染症の流行に備え、関係部局や関係機関と連携し、介護事業所等との効果的・効率的な訓練や研修の実施のほか、防災

計画やサービス継続計画の見直し等支援を行うに当たり、留意することとして何が考えられるか。また、介護サービスを利用されていない方の
防災等への備えとして何が考えられるか。
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第８期介護保険事業計画策定に向けた論点
＜介護給付の適正化＞
○　介護給付の適正化を図るため、
　・　ケアプラン点検
　・　縦覧点検・医療情報との突合
　・　介護給付費通知
　・　介護保険住宅改修事後現地確認
　を進めてきているところであるが、引き続き持続可能な制度の構築に向け、例えば、過剰なサービスへの対応等についてどのように考えるか。

＜介護人材の確保＞
○　特に介護職の確保について、県や福祉・介護人材確保等総合支援協議会、地域包括支援センター、廿日市市五師士会と連携を取り

ながら進めるにあたり、どのような工夫が考えられるか。緩和した基準による訪問型サービスに従事する生活支援員の担い手を増やし、生活
支援員が介護職へのスキルアップできるような仕組みを整えることが可能だろうか。
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国における制度改正関係



地域共生社会の実現



22

第88回社会保障審議会
介護保険部会資料１－１より
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第91回社会保障審議会
介護保険部会資料１より



認知症



25厚生労働省ＨＰより＜https://www.mhlw.go.jp/content/000519053.pdf＞


