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＜事業所・法人を対象とした調査について＞
○　在宅生活改善調査の結果では、自宅等での生活の維持が難しくなっている理由として「認知症の症状悪化」、必要とされるサービス
の内容に「グループホーム」が挙げられている一方で、認知症に関するサービスについては、多く利用されていない状況。必要な方にサービ
スが結びついていないのではないか。

○　サービス提供状況調査において、通常の事業の実施区域が含まれる日常生活圏域に含まれる「佐伯、吉和、宮島」の割合が低く
なっているが、この地域のサービスが足りているか精査すべきではないか。

○　過疎地域などへのサービス提供に当たっては、基準該当サービスや相当サービスなどの手法もあるところ。希望される方が必要な介護
サービスを受けられるようにするため、足下の人材不足などを踏まえ、対応を考える必要があるのではないか。

○　廿日市市の市域は非常に広範であることから、移動などのコストから事業所が厳しい状況に置かれているのではないか。このような事
業所への支援について検討していくべきではないか。

○　施設待機者が存在するにもかかわらず、サービス利用率が100パーセントとなっておらず、常時空きがある事業所が存在。サービスのミ
スマッチが生じており、この解消に向けた方策を考える必要があるのではないか。

○　ケアプランを作成する際には、利用者と事業所とのマッチングを意識することが重要。認知症の人などについては、他の利用者との相性
などを十分に考える必要があり、単に定員に対して余裕があるかという観点以外からの考察が必要。

○　小規模多機能型居宅介護の活用意向がないと回答したケアマネジャーの割合が52.8パーセントとなっており、このサービスの利活用
を図るためには、その問題の所在を分析すべきではないか。

○　小規模多機能型居宅介護の利用に際しては、利用者の家族からケアマネジャーの変更に否定的な意見等があり、ケア等を変更しな
いケースが存在。

これまでの策定委員会における主なご意見
※第２回策定委員会において頂いたご意見を

事務局の責任で整理したもの。



3

＜廿日市市高齢者福祉計画・第７期廿日市市介護保険事業計画の進捗状況・課題の検討について＞
○　日常生活圏域での取組が増えていることは、政策の成果等が現われるなど良い状況。引き続き、地域への情報提供や情報共有の
場、相談のできる体制の構築を進めてもらいたい。

○　地域での取組については、全国的に取組を牽引するキーパーソンがいる場合には上手くいくものの、その方がいなくなると続かないケー
スが存在。財源的な部分、拠点確保については、行政で担っていく必要があるのではないか。
　　また、拠点確保については、空き家問題なども含めた工夫が必要ではないか。

○　拠点の問題については、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に百歳体操の開催場所を今一度振り返えると狭小なものであったと感
じているところ。ウィズコロナ時代においては、空間の確保、消毒などの労力がかかり、運営側に負担。

○　地域包括支援センターの強化については、廿日市市の人口や、市域を踏まえると、現在の箇所数では対応しきれないのではないか。
地域包括ケアシステムの更なる進展が求められていること、カバーする市域などを踏まえると、センターの箇所数の増加や市民センターに
地域包括支援センターの職員が駐在するなど体制の在り方を考える必要があるのではないか。

○　認知症サポーター養成講座を受講した方が多く存在するものの、講座受講修了者が支援活動に結びついていない状況。そのため、
認知症サポーター養成講座を全市的ではなくもう少し身近な地域で開催し、修了後すぐ活動に結びつくようにする必要があるのではない
か。

○　認知症の方への対応については、認知症当事者を10人前後のチームで支援していく体制が必要ではないか。

○　認知症の方が置かれる困難な状況として、まず相談場所がわからないといった事例が存在。また、認知症の方への対応については、
困った人を見つけ出すことが一番重要。現状では困った人を見つけ出したものの、後のフォロー対応が疎かになっていることが問題。認知
症サポーターの方には、困っている方のサポートを期待。

〇　業務効率化については、文書量、事務の煩雑さなどの問題がある。事務作業に時間を取られず、ケアに専念できるような文書量、業
務の見直し、認定審査会などの効率化を含めた取組が必要。

これまでの策定委員会における主なご意見
※第２回策定委員会において頂いたご意見を

事務局の責任で整理したもの。
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＜廿日市市高齢者福祉計画・第７期廿日市市介護保険事業計画の進捗状況・課題の検討について（続き）＞
○　認知症の人などが災害時に避難する場合、通常の避難所から福祉避難所施設へ移動するまでに2、3日必要であり、その間トラブル
の発生や、錯乱状態に陥ってしまうなどのケースが存在。福祉避難施設に直接避難できるような仕組みの検討が必要ではないか。

○　災害への取り組みとして、例えば段ボールベットの備蓄など事業所と連携した災害への備えについて検討すべきではないか。

これまでの策定委員会における主なご意見
※第２回策定委員会において頂いたご意見を

事務局の責任で整理したもの。
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＜基本方針１について＞
○　健康づくりを行う場合の課題として、場所、体操を指導する人の確保などが存在。

○　地域活動を広げるに当っては、活動している団体から無関心層に積極的にアプローチをしていく機会を確保し、敷居を低くすることが重
要。この機会の確保に当たっては、社会福祉協議会からの支援をしてもらいたい。

○　健康づくり・介護予防などの内容について、民生委員をはじめ住民啓発をするに当たっては、統計的な推計を活用しながら行うことが
効果的ではないか。　

＜基本方針２について＞
○　認知症については、早期に発見し、本人と家族の生活設計を立てていくことが必要であるところ。当事者となったとき、情報収集に苦
慮した経験がある。
　　そのため、認知症に関する詳しい情報を発信するとともに、未だ偏見もあることとも踏まえ、認知症の理解促進を行うことが必要。また、
本人と家族を支援するチーム体制の構築が必要。

○　認知症への対応については、本人の考え方が重要。本人がする様々な考え方をくみ取り、対応していくことが求められる。

○　認知症の予防については、現在生活習慣病を中心としたものが認知症の原因として挙げられているところ。現時点においては、このよ
うな原因についての情報を発信しつつ、対応していくことが重要ではないか。

○　認知症初期集中支援チームについては、重症化した方への対応が大半を占めているところ。初期段階でのアプローチをするため、更な
る啓発を行っていく必要があるのではないか。

○　認知症サポーターについては、養成講座受講後の活動に繋がっていないことが課題。これらのサポーターに今後どのような活動の場を
提供していくのか考える必要があるのではないか。

これまでの策定委員会における主なご意見
※第３回策定委員会において頂いたご意見を

事務局の責任で整理したもの。
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＜基本方針２について（続き）＞
○　物忘れがひどくなったことなどから、本人が一人で医療機関を受診し、服薬を継続できないまま、状態が悪化。このことについて、情報
共有がされず、後に家族とともに医療機関を受診したところ、過去受診していたことが判明するケースが存在。
　　初期段階でのアプローチが重要であることから、医療機関において認知症の初期段階を発見した際に、地域包括支援センターに情報
共有できる仕組みを構築してはどうか。地域包括支援センターから認知症初期集中支援チームや相談員につなぐことにより、初期の段
階でのアプローチが可能となるのではないか。

＜基本方針３について＞
○　第８期事業計画の基本方針３を進めていくと具体的にどのように変わっていくのか示していただきたい。例えば、断らない相談支援体
制など施策の名称は理解できるが、具体的にどのように地域が変わるのか感じられるようにしていただきたい。

○　地域づくりに当たっては、新しい組織を立ち上げるというのではなく、既存の組織をどのように活用しやすくするか考えることが重要。

○　施設に関する災害・感染症対策については、「災害時等における安心を共に支えあう相互協力に関する協定」を締結する社会福祉
施設等の13団体で構成する相互支援のネットワーク（広島さっそくネット）があり、災害時等には、各地域のさっそくネット会員施設と
広島県・広島県社会福祉協議会が協力して、必要な情報や支援物資を届ける仕組みが存在しているところ。災害・感染症対策につ
いては、この既存のシステムや地理的な要因などを踏まえた対応が必要ではないか。

○　住民により管理・運営する高齢者施設や草刈りなどの困りごとの手助けをする人材センターを立ち上げたところ。これらを継続するに当
たっては、人材確保について不安。

＜基本方針４について＞
○　介護サービスの安定的な提供に当たっては、福祉部門の行政、地域包括支援センター、事業者、民生委員などのつながりが重要。

○　人材確保については、ハローワークに求人を出しても応募がない状況。そのため、知人などを通じて職員を確保。

これまでの策定委員会における主なご意見
※第３回策定委員会において頂いたご意見を

事務局の責任で整理したもの。
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＜基本方針４について（続き）＞
○　人材確保・定着については、職員との対話が重要。一人ひとりに向き合って対応することにより、離職防止に効果があるのではないか。
また、介護サービスの提供に当たっては、利用者への良いサービスが利用者離れへの歯止めにつながることことから、資格取得や研修など
を通じた人材育成が必要。

○　資格取得や研修などを廿日市市内で実施できるようなど事業所支援を行政で行ってはどうか。

これまでの策定委員会における主なご意見
※第３回策定委員会において頂いたご意見を

事務局の責任で整理したもの。
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第７期計画、これまでの議論と第８期計画との関係性について

第７期計画 第８期計画

（１）高齢者の交通安全・防犯体制の推進

（４）高齢者の権利擁護・虐待防止の推進

（３）認知症高齢者を支える体制強化

（２）生活支援サービスの充実

（１）地域における見守り・相談体制の充
実

（３）高齢者の生きがいづくり

（２）介護予防、自立支援、重度化防止の
推進

（１）生活習慣病予防の推進

（４）地域共生社会の推進

（３）地域包括支援センターの機能強化

（２）医療と介護の多様な職種による連携
強化

（１）廿日市市の地域包括ケアシステムの
深化

施策の方向性基本方針基本理念

（２）地域における防災体制の充実

（３）高齢者の住まいの確保

（４）高齢者の利用に配慮した生活環境
の整備

４

高齢者が安心
して暮らせる
生活環境の整

備

３

地域における
自立した生活
への

支援の充実
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２
高齢者の
自立支援・
重度化防止

１
地域包括

ケアシステムの
深化・推進

基本理念 基本方針 施策の方向性

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

（１）健康づくりの推進
（２）保健事業と介護予防の一体的実施
（３）自立支援、介護予防・重度化防止

の推進
（４）高齢者の社会参加の促進
（５）就労的活動の支援

２
認知症と

ともに暮らす
地域の実現

（１）認知症の理解促進及び本人発信支
援

（２）認知症予防の推進
（３）認知症の人とその家族への支援体

制の強化
（４）認知症バリアフリーの推進

３
地域で暮らし
続けられる
体制の構築

（１）生活支援体制の充実
（２）医療と介護の連携強化
（３）地域包括支援センターの強化
（４）高齢者の権利擁護・虐待防止の推

進
（５）高齢者の住まいの安定的な確保
（６）高齢者が暮らしやすい環境の整備
（７）災害や感染症対策に係る体制整備

４
介護保険
サービスの
安定的な提供

（１）介護保険サービスの提供
（２）介護給付の適正化
（３）業務効率化の推進
（４）介護人材の確保・定着
（５）介護保険サービスの資質向上
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介護保健事業
の円滑な運営

１　介護給付適正化

２　介護人材の確保と資質の向上

課題等への対応

評価

健康寿
命の延
伸、健
康状態、
要介護
認定率

認知症
相談窓
口の認
知度、
認知症
の理解

安心し
て生活
し続け
られる
地域へ
の評価

介護保
険サー
ビスの
満足度

地域共生社会の実現へ

基本指針
○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
き高齢者向け住宅に係る都道
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

制度改正、第７期計画
振り返りにおける課題
等
○被保険者、要介護（要支援）
者、認知症の推計
○保健事業と介護予防の一体的
実施
○総合事業の弾力化
○高齢者の健康福祉に関するア
ンケート調査等の結果
○自立支援に資するケアマネジ
メントの普及
○認知症など配慮が必要な方へ
のサービス、災害時の対応
○認知症バリアフリーの推進
○医療と介護の連携強化
○個所数を含めた地域包括支援
センターの強化
○高齢者の住まいの安定的な確
保
○介護人材の不足
○文書量の削減など業務効率化
の推進　　等



これまでの策定委員会における議論と第８期計画との関係について
第１章　計画策定にあたって
　１　計画策定の背景と趣旨
　２　計画の位置づけ
　３　計画の期間
　４　計画の策定体制

第２章　高齢者を取り巻く現状
　１　人口と世帯数
　２　要支援・要介護認定者数等の状況
　３　日常生活圏域について　
　４　高齢者の保健福祉に関するアンケート調査
　　　結果概要
　５　在宅生活実態調査結果概要
　６　サービス提供状況調査・展開意向調査結果概要
　７　制度改正等による計画策定の視点
　　
第３章　第７期計画の振り返り
　１　第７期計画値と実績
　２　事業の実施状況と評価
　３　課題の整理

第４章　計画の基本的な考え方
　１　基本理念
　２　基本方針
　３　施策の体系

第５章　施策の展開
　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
　基本方針２　認知症とともに暮らす地域の実現
　基本方針３　地域で暮らし続けられる体制の構築
　基本方針４　介護保険サービスの安定的な提供

第６章　介護サービス量等の見込み・保険料の設定
　１　被保険者数等の見込み　　　　
　２　介護給付費等対象サービスの基盤整備
　３　介護保険給付等の見込み
　４　介護保険料の設定

第７章　計画実施のために
　１　施策の進捗管理
　２　推進体制

資料編第１回、
第２回策
定委員会

第１回、
第３回策
定委員会

第２回策
定委員会

第４回策
定委員会
（本日）

第４回策
定委員会
（本日）

第３回策
定委員会

第４回策
定委員会
（本日）
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○全体スケジュール
　令和２年　４月～７月　高齢者の健康福祉に関するアンケート調査、在宅介護実態調査結果の集計・分析
　　　　　　　　　　　　サービス提供法人・事業所へのサービス提供状況、事業展開調査の実施・分析
　　　　　　５月～　　　第７期介護保険事業計画の振り返り、第８期介護保険事業計画における施策展開の検討
　　　　　　７月30日　　第１回策定委員会
　　　　　　10月６日　　第２回策定委員会
　　　　　　11月５日　　第３回策定委員会
　　　　　　12月10日　　廿日市市議会（文教厚生常任委員会へ概要説明）
　　　　　　12月17日　　第４回策定委員会　　　
　　　　　　12月～１月　パブリックコメント
　　　　　　１月頃　　　第５回策定委員会
　　　　　　２月頃　　　廿日市市保健福祉審議会へ諮問、答申
　　　　　　　　　　　　廿日市市高齢者福祉計画・第８期廿日市市介護保険事業計画策定

　

スケジュール（予定）

　・第３回策定委員会（11月５日）
　　　　　-計画（骨子案）について
　　　　　-介護サービス提供方針の検討
　
　・第４回策定委員会（12月17日）
　　　　　-サービス見込み量、保険料について
　　　　　-計画（素案）について
　
　・第５回策定委員会（１月頃）
　　　　　-パブリックコメント結果の報告について
　　　　　-パブリックコメント、介護報酬改定等を踏まえた　　

第８期事業計画策定委員会案の決定

○策定委員会スケジュール
　・第１回策定委員会（７月30日）
　　　　　-委員長、副委員長の選任について
　　　　　-高齢者を取り巻く状況について
　　　　　-高齢者の健康福祉に関するアンケート調査、
　　　　　　在宅介護実態調査の結果報告
　　　　　-今後のスケジュールについて
　
　・第２回策定委員会（10月６日）
　　　　　-第７期介護保険計画事業計画の進捗状況について
　　　　　-統計データ・給付費分析の報告
　　　　　-課題の検討
　　　　　-第８期計画の方向性について
　　　　　


