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【重点的に取り組む事業】 〔管理区分〕

新規

充実

継続

第７期計画期間中に新規で実施する事業

第７期計画期間中に内容を充実する事業

第４次総合計画後期実行計画に掲げる重要事業等

平成30年度　みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－　目標設定表

資料２
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基本目標 地域福祉の推進 基本施策名 地域の支え合いを強化します

施策番号 具体的な取り組み

1-2-（1）-① 地域交流サロンの推進

P47 在宅の高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ち、
健康で楽しい生活を送れるように、町と社会福祉協議
会と地域住民が協力して地域の交流サロンづくりを推
進します。

管理区分 担当課・室　担当名

施策番号 具体的な取り組み

1-2-（１）-② 地域敬老会の支援

P47 高齢者の方が参加しやすい地域敬老会の開催を支
援します。町は地域敬老会実施に関する相談や催し
物などに関する情報提供を行うとともに、自治会と意
見交換を行い、地域敬老会の内容の充実を図りま
す。

管理区分 担当室　担当名

継続 健康介護課　高齢者支援担当

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

■高齢者支援担当■高齢者支援担当

継続 健康介護課　高齢者支援担当

高
齢
者
の
居
場
所
の
整
備

中学校単位で１ヶ所ずつ地域交流サロ
ン開設し、地域主体で運営するサロンを
21ヶ所以上とする。

①区長、自治会長への説明（５月地区連絡会）
②健康づくり自主活動団体への案内、サロン訪問及び活
　動内容等の情報公開〔広報誌への掲載〕（随時）
③社協主催のサロン連絡会に参加し、意見交換、情報
　交換の実施（５月・10月）
④支援の充実
　・相談支援実施（随時）
　・レクリエーション研修実施
　・地域支え合い講座（サロン立ち上げフォローアップ講
　　座）の実施
　・介護予防リーダーの紹介

全自治会の85％以上の地域敬老会の
開催

■高齢者支援担当

①地区・自治会に対する説明の実施
　・地区連絡会において、区長・自治会長へ説明（５月）
②地域敬老会の開催に向けた支援の実施
　・相談支援、開催マニュアル・補助金の手引きによる説
　　明を随時実施する。
③31年度に向けた支援内容の検討
　・全地区アンケート調査の実施、課題の抽出（３月まで
　　に）

■高齢者支援担当

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）
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基本目標 生きがいづくりへの支援 基本施策名

施策番号 具体的な取り組み

3-1-（1）-⑤ アクティブシニアの社会参加への支援

P53 定年を迎えたリタイヤ世代(６０代）に向けて地域のつ
ながりを楽しむ第２の人生を提案することで、高齢者
の孤立防止や生涯現役の地域活動の担い手へとつ
なげるための支援を行います。

管理区分 担当室　担当名

新規 健康介護課　高齢者支援担当

■高齢者支援担当 ■高齢者支援担当

30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）30年度の最終目標

地域デビュー活動者数20人以上 ①地域活動応援通信の発行（年３回）
②地域活動応援講座の開催（４講座以上）
③地域デビューきっかけイベント開催（２回）
④地域活動実践者との交流会の開催
⑤地域デビュー出前講座の実施

活
動
機
会
の
充
実

高齢者の社会参加・社会貢献を支援します
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基本目標 安心と安全の確保 基本施策名

施策番号 具体的な取り組み

4-2-（1）-③ 避難行動要支援対策の推進

P57 災害が発生したときに避難場所等の安全な場所へ自
力で避難が困難な高齢者や障がい者を災害から守る
ため、避難行動要援護者支援体制の充実を図りま
す。また、平常時においても、避難支援等関係者や
自主防災組織等により、避難行動要支援者の見守り
や声かけ活動を行います。

管理区分 担当室　担当名

充実

防災・防犯対策を推進します

30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）30年度の最終目標

避
難
行
動
要
支
援
者
対
策
の
推
進 健康介護課　高齢者支援担当

町民生活課　生活安全担当
福祉課　　　　障がい者福祉担当

■生活安全担当

避難行動全体計画の策定及び登録台
帳名簿を作成後、町内全自主防災組
織に対し、支援者対策の周知を図
り、名簿を提供するとともに個別支
援計画策定を推進する。

■高齢者支援担当

■障がい者福祉担当

①避難行動全体計画の策定(５月)
②計画名簿(避難行動要支援者名簿)の作成(７月)
③避難行動要支援者名簿登録者に対し、支援関係者へ
　の提供の同意を確認(８月)
④自主防災組織等へ情報提供同意者のみ名簿を作成し
　提供(10月)
⑤名簿提供時に個別支援計画の作成依頼(10月)
⑥個別支援計画の作成再度周知依頼(２月)

■高齢者支援担当

■生活安全担当

①自主防災組織連絡協議会において、個別支援計画に
　ついて説明し、作成を促す機会を作る（３月まで）。
②自主防災会からの相談の受付や出前講座、災害図上
　訓練時に個別支援プランについて説明し、作成を促す
　（３月まで）。

■障がい者福祉担当

①避難行動要支援者名簿の作成（７月）
②要支援者の名簿提供の同意確認（８月）

個別支援計画策定の推進

登録台帳名簿の作成
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基本目標 健康づくりの推進 基本施策名

施策番号 具体的な取り組み

5-1-（2）-② 健康マイレージ事業の推進

P60 町では、毎日を健康にいきいきと暮すことができる「健
康長寿社会」を目指して、健康マイレージ事業を実施
します。ウォーキングを実施することにより、体力アッ
プ、メタボ改善を図ることで、健康寿命の延伸、医療
費の削減を推進します。

管理区分 担当室　担当名

新規 健康介護課　健康増進室

30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

健
康
づ
く
り
の
推
進

地域での健康づくりを支援します

30年度の最終目標

■健康増進室

参加者数　1,800人

■健康増進室

①事業及び町独自特典の周知（11月まで）
②町独自特典対象者リストの作成（２月まで）
③医療費分析（２月まで）
④外部評価分析（３月まで）
⑤町独自特典の贈呈（３月まで）
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第５章 介護保険事業 第２節

施策番号 具体的な取り組み

5-2-1-（１） 介護予防・生活支援サービス事業

P66 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応する
ため、従来の訪問系・通所系サービスに加え、住民主
体の支援等も含め、多様なサービスを展開します。事
業の対象者は、要支援認定を受けた者及び基本
チェックリスト該当者（事業対象者）とされています。

管理区分 担当室　担当名

充実 健康介護課　高齢者支援担当

■高齢者支援担当

①訪問型サービス　事業者指定・各種
　届出書の受付、緩和型サービスの検
　討
②通所型サービス　事業者指定・各種
　届出書の受付、緩和型サービスの検
　討
③自立促進に向けたその他の生活支
　援サービスの検討
④介護予防ケアマネジメント　ケアマネ
　ジャーへの指導、制度説明、相談業
　務

①②事業者指定、各種届出の受付、相談支援を随時実
　施し、緩和型サービスについて近隣市町から情報収集
　を行う。
③生活支援体制整備推進協議体を年４回以上開催、そ
　の他の生活支援サービスの必要性についての現状把
　握の実施。
④ケアマネジャーへの制度説明、相談業務を随時行う。
【補足】
①②④平成30年10月に総合事業の単価変更（国基準の
変更）の予定。それに伴う、関係者への周知、保険者、事
業所としてのシステム変更（９月末まで）を実施する。

30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）30年度の最終目標

地域支援事業の現状と今後の見込

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

■高齢者支援担当

①訪問型サービス
②通所型サービス
③その他の生活支援サービス
④介護予防マネジメント
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施策番号 具体的な取り組み

5-2-1-（２） 一般介護予防事業

Ｐ67

管理区分 担当室　担当名

充実 健康介護課　高齢者支援担当

・一般高齢者に対し介護予防の知識の
　普及啓発を図るため、介護予防普及
　啓発事業の実施。
・地域が主体的に行う介護予防や健康
　づくりに資する活動を支援するため、
　地域介護予防活動支援事業の実施。

①介護予防に大切な「運動・栄養・口腔」の知識の普及
　と実践のために「ますます元気塾」と「はじめて元気塾」
　をそれぞれ年２コース実施
②介護予防リーダーやプラザサポーターによる自主グ
　ループ立ち上げ支援のために健康運動指導士や理学
　療法士を派遣（随時）。
③地域における介護予防の取り組みを推進する人材の
　養成
　・介護予防リーダー（年１コース）
　・プラザサポーター（年２コース）

市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、民間
サービスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢
や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運
営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じ
て、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような
地域づくりを推進します。
また、地域においてリハビリテーション専門職等を活
かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態
になっても、生きがい・役割を持って生活できる地域
の実現を目指します。

■高齢者支援担当 ■高齢者支援担当

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
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施策番号 具体的な取り組み

5-2-2-（1） 地域包括支援センターの運営

P68 地域包括ケアシステムの構築に向けて、包括的支援
事業の更なる充実及び在宅医療連携事業等の新し
い業務に対応し、全体の資質向上、業務の標準化、
後方支援の充実を図る等、地域包括支援センターの
体制を強化することが求められます。

管理区分

充実 健康介護課　高齢者支援担当

包
括
的
支
援
事
業

①柔軟な組織運営、実務経験を積んだ
  専門職の確保、夜間・休日のサービ
　ス 提供などを推進することを目的と
　し、地域包括支援センターの外部委
　託を進める。

②基本チェックリストを配布することで、
　介護予防の取組が必要な方を早期に
　把握し、介護予防事業等へ参加を促
　す。高齢者が要介護状態になること
　の予防に努める。

③高齢者やその家族、近隣住民からの
　相談を受けて専門的・継続的な支援
　を行う。要援護者の見守りネットワーク
　連携強化。

④介護支援専門員への助言を行い、
　質の向上を図る。介護支援専門員へ
　の情報提供や情報交換会、多職種連
　携の場となる介護従事者連絡会を開
　催。

⑤自立支援型の地域ケア会議を開催
　し、個別ケースの支援内容の検討を
　行なうほか、地域包括支援ネットワー
　クの構築、自立支援に資するケアマネ
　ジメントの支援、地域課題の把握に努
　める。

①・委託に向けたスケジュールの作成（６月まで）
　　・仕様書の決定（８月まで）
　　・介護保険事業運営協議会への説明（7月）
　　・業者選考、決定（12月まで）
　　・事業の移管手続きの実施（１月～３月）

②・基本チェックリスト25項目と町の介護予防事業を
　　掲載したチラシの作成(５月)
　　・さわやか連合会理事会、シルバー人材センター総
　　　会、特定健診会場等において配布(６月、10月)

③・相談対応、高齢者虐待対応、困難事例対応を行い
　　必要なサービスにつなげる(随時)。
　　・要援護者見守りネットワーク会議の開催(２月)

④・介護支援専門員へ困難事例に対する助言を随時行
　　う。
　　・介護従事者連絡会の実施(年６回)

⑤・自立支援型地域ケア会議のルール作り(ケースの選
　　定、様式の作成)を行ない、開催方法を決定する。
　　・事業所向け説明会の開催(７月)
　　・地域ケア会議の開催(９月以降２か月に１回程度開
　　　催）

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

■高齢者支援担当 ■高齢者支援担当
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施策番号 具体的な取り組み

5-2-2-（２） 在宅医療・介護連携の推進

Ｐ69 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができ
るよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する
ために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業
者などの関係者の連携を推進します。
また、要援護者の見守りを目的とした見守り支援ネット
ワークにより、関係機関による普段からの見守り活動
を継続するとともに、協力期間の拡大を図ります。

管理区分 担当室　担当名

充実 健康介護課　高齢者支援担当

・２市１町による医療機関及び介護事業
　所等の連携を深めるため連携会議や
　研修会を開催
・在宅における医療と介護が切れ目の
　なく一体的に提供されるための体制
　づくり、相談支援を行なうため、在宅
　医療・介護連携拠点の適切な運営を
　行う。

①在宅医療・介護連携会議の開催（６月）
②医療・介護関係者研修会の開催（１月）
③在宅医療・介護連携拠点の運営（業務内容の確認、
　次年度委託内容の決定、委託内容の定期的な点検）
　（３月）

■高齢者支援担当 ■高齢者支援担当

包
括
的
支
援
事
業

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）
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施策番号 具体的な取り組み

5-2-2-（３） 認知症総合支援事業

Ｐ71

管理区分 担当室　担当名

充実 健康介護課　高齢者支援担当

施策番号 具体的な取り組み

5-2-2-（４） 生活支援体制の整備

Ｐ71

管理区分 担当室　担当名

充実 健康介護課　高齢者支援担当

「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」で
は、団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年（2025）
年に向けて、認知症高齢者等の意思が尊重され、で
きる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮し
続けることができる社会の実現を目指すことが示され
ています。
認知症高齢者等にやさしい地域づくりを展開していく
ため、地域の実情に応じた認知症施策を推進しま
す。

■高齢者支援担当 ■高齢者支援担当

・認知症ケアパス（認知症の状態に応じ
　た適切な医療や介護サービスの提供
　のプロセス）の普及啓発
・認知症の人と家族に対する相談支援
　体制の構築

①各種講座等での説明（随時）
②家族からの相談時に利用できるリーフレット（対応編）
　の作成（７月）
③介護従事者に対する研修会を実施（11月）
④認知症初期集中支援チームの役割や機能について
　の周知を実施（５月）

■高齢者支援担当

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

■高齢者支援担当

生活支援実施団体への人材につながる
地域活動に興味を持ったメンバーの登
録者数を400人以上とする。

①協議体運営に関する情報収集（随時）
②協議体開催（年４回以上）
③地域デビューきっかけイベントへの参加（２回）
④地域活動実践者交流会への参加（実践者として）
⑤生活支援ニーズ把握（随時）
　・協議体での地域資源の地図化に向けた情報収集

生活支援体制の整備にあたっては、地域住民やＮＰ
Ｏ、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法
人などの多様な主体による多様なサービスの提供体
制を構築し、高齢者の社会参加及び生活支援・介護
予防の充実を図ります。

包
括
的
支
援
事
業
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施策番号 具体的な取り組み

5-2-3-（1） 介護給付費等適正化事業

Ｐ72 保険者が介護給付の適正化を図ることは、利用者に
対する適切な介護サービスが確保されるとともに、不
適切な給付が削除され、介護保険制度への信頼感を
高めることに繋がることから、今後も継続して要介護認
定者調査票の点検等の介護給付等適正化事業の実
施を重点的に行います。

管理区分 担当室　担当名

充実 健康介護課　介護保険担当

施策番号 具体的な取り組み

5-2-3-（3） 家族介護継続支援事業

Ｐ72

管理区分 担当室　担当名

充実 健康介護課　高齢者支援担当

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

介護用品の支給項目及び認定要件の
検証

①需給状況の分析（３月まで）
②他市町村の状況確認（３月まで）

①認定調査作成時に調査員以外の職員からの点検体制
　を構築する（６月）。
②住宅改修の実施状況についての現地確認を実施する
　（４回）。
③介護情報と医療情報を突合し点検する（毎月）。
④介護給付通知を送付する（７月、12月）。

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

■高齢者支援担当 ■高齢者支援担当

任
意
事
業

要介護認定者を対象に、日常生活の便宜を図るため
介護保険サービスの福祉用具の購入、貸与の対象外
となっている火災警報機、自動消火器、電磁調理器
等の給付とといもに安否確認の連絡用に高齢者電話
の貸与を継続して実施します。
また、家族等の介護者の介護負担や経済的な負担を
軽減するため、紙おむつ等の介護用品の支給を継続
して実施します。

■介護保険担当

①認定調査票の点検
②住宅改修等の点検
③縦覧点検（医療情報との突合）
④介護給付通知の送付

■介護保険担当
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施策番号 具体的な取り組み

5-2-3-（4） 成年後見制度利用支援事業

P73 判断能力が不十分で申し立てを行う親族等がいない
高齢者の成年後見の申し立てを行います。また、成
年後見制度の利用促進のための啓発活動、相談活
動を実施します。

管理区分 担当室　担当名

充実 健康介護課　高齢者支援担当

任
意
事
業

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

■高齢者支援担当 ■高齢者支援担当

支援が必要な方を早期発見し対応する
ため、各種研修会への参加やマニュア
ルを整備し職員のスキル向上を図る。

①各種研修会への参加
②地域訪問活動時に地域包括支援センター及び業務内
　容の周知（11月まで）
③民生児童委員、ケアマネジャー等との協同（随時）
④成年後見制度の町長申立てに関するマニュアルの作
　成（３月まで）
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第６章 計画の推進にあたって 第２節 介護保険サービスの充実

施策番号 具体的な取り組み

6-2-1-（1） 制度の周知徹底

P90 介護サービスを利用する高齢者やその家族に加え、
現在は介護サービスを受けていない高齢者にも制度
内容や保険料等の情報を分かりやすく伝えるため、
広報、パンフレット、ホームページ等での制度の周
知、出前講座「まちしるベェ」による介護保険制度の
説明会等、機会を捉えての制度の周知に努めます。

管理区分 担当室　担当名

充実 健康介護課　介護保険担当

施策番号 具体的な取り組み

6-2-2-(1) 介護支援専門員（ケアマネージャー）の質の向上

P90 介護支援専門員の資質の向上は、介護サービス全体
の質を左右する重要なものとなるため、各種の情報提
供やケアプラン作成技術の指導、助言、支援困難
ケース等への対応等、介護支援専門員の更なる資質
の向上に努めます。

管理区分 担当室　担当名

充実
健康介護課　高齢者支援担当
　　　　　　　　 介護保険担当

①町広報紙へのミニ特集の掲載
②町ホームページ等での制度周知の
　実施

①町広報紙へミニ特集を掲載（９月、12月、３月）
②町ホームページ等での周知の実施（随時）

介
護
サ
ー

ビ
ス
等
の
質
の
向
上

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

■高齢者支援担当 ■高齢者支援担当

ケアプランの点検や研修会の実施、及
び困難事例等に関する相談・助言等の
支援を行う。

①制度や施策等に関する情報提供（介護従事
　者連絡会等他適宜）
②研修会の実施（11月）
③困難事例に関する相談対応（随時）
④ケアプラン点検の実施（３月）

■介護保険担当
ケアプランの点検

■介護保険担当
町内３か所の事業所にケアプランの点検を実施する。（３
月）

町
民
へ
の
情
報
提
供

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

■介護保険担当 ■介護保険担当
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施策番号 具体的な取り組み

6-2-2-(4) 介護人材の確保

P91 雇用環境や労働環境の悪さによる介護人材の不足
や、介護者の高齢化や介護不安の増大等に伴う介護
離職の増加が社会問題となっています。不足する介
護人材を確保するため、介護従事者連絡会を開催
し、研修や情報提供等を実施するとともに、資質の向
上を図り、サービスの提供体制の確保を行ないます。

管理区分 担当室　担当名

充実
健康介護課　高齢者支援担当
　　　　　　　　 介護保険担当

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
の
向
上

30年度の最終目標 30年度達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

■高齢者支援担当 ■高齢者支援担当

①介護従事職員の給与所得向上に繋
　がる情報の周知
②各事業所が行っている研修等の情
　報提供

①介護従事職員の給与所得に関係する費用（処遇改善
　加算、特定事業所加算等）について情報の提供
　（適宜）
②事業所間で研修内容が共有されるよう事業所が集合し
　た会議等で随時実施していく。

■介護保険担当
事業者向け情報の適切な提供

■介護保険担当
特定事業所加算や介護ロボットなどの事業所の処遇改善
に繋がる情報の提供（適宜）
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