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　日本の人口減少問題が大きく取り上げられ、多くの自治体

が危機感を募らせている中、人口における高齢者の割合は増

加の一途を辿っています。

　久慈市におきましても、平成 29（2017）年９月末現在の

高齢化率は 30.7％となっており、人口推計値では、平成 37

（2025）年に 36.4％になると予想されています。

　久慈市では、久慈市高齢者福祉計画（平成 27（2015）年３

月策定）に基づき、平成 27（2015）年度から平成 29（2017）

年度の３年間、高齢者の介護予防の推進、介護サービス他多

様なサービスの充実、高齢者の生きがいづくりへの支援、地域包括ケアシステムと認知

症施策の充実を図って参りました。

　特にも、「いきいき百歳体操」を中心とした介護予防事業を実施し、実践者の方々か

ら心身機能の向上・生活機能の改善等の効果が感じられるとの声をいただいております。

また、地域において住民主体の取り組みが行われることにより、共に支え合う基礎土壌

が生成され、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けられるための「地域包括ケアシステ

ム」の構築に寄与しています。

　この度、これまで取り組んできた施策や方向性を継承し、介護予防事業の充実、認知

症施策の推進など、地域包括ケアシステムの深化・推進のため、地域住民や関係機関等

と連携を強化しながら各種施策を展開する「久慈市高齢者福祉計画（計画期間：平成 30

（2018）年度～平成 32（2020）年度）」を策定いたしました。

　本計画の基本理念である、「共に支え、元気と安らぎあふれるまちづくり」の実現に向

け、生活の中で生きがいや安心を得られ、住みやすい環境を整備できるよう高齢者施策

を推進します。

　最後に、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見・ご提言をいただきました市民

の皆様及びご指導いただきました計画策定委員の方々に厚くお礼申し上げますとともに、

本計画に基づく施策の推進につきまして、引き続きご理解・ご支援を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。

　　平成 30（2018）年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　久慈市長　遠
えん

　藤
どう

　譲
じょう

　一
じ
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第１章　計画策定にあたって

総　　論

　第１章　計画策定にあたって
1　計画策定の背景と趣旨

　日本の高齢化は世界に類のない速さで進行しており、総務省統計局の発表による平

成 29（2017）年９月現在推計の高齢者人口は、3,514 万人と大幅に増加しています。

また、総人口に占める割合は 27％を超え、人口、割合ともに過去最高となっています。

　当市においても、高齢者人口及び高齢化率は増加傾向にあり、平成 29（2017）年

９月末現在の高齢者数（65 歳以上）は 10,956 人、高齢化率は 30.7％となっています。

さらに、人口推計（資料：久慈広域連合）によると、本市は平成 32（2020）年には高

齢者数（65 歳以上）11,242 人、高齢者割合が 33.0％となります。その後も上昇し続

け、平成 37（2025）年には 11,376 人、36.4％となり、高齢者人口・高齢化率ともに

増加傾向と予測されます。

　また、認知症高齢者は以前の予想を上回る速度で増加しています。国の調査（日本

における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究　平成 26 年度厚生労働科学研

究費補助金特別研究事業　九州大学二宮教授）では平成 24（2012）年は 462 万人と、

65 歳以上の高齢者の約７人に１人（有病率 15.0％）でありましたが、平成 37（2025）

年には、約 700 万人に達すると予測され、約５人に１人になると見込まれています。

　将来的に、年少人口・生産年齢人口が減少するなか、全人口に占める高齢者の割合は

さらに増加していくことが予想され、介護の必要な高齢者やひとり暮らし高齢者、認

知症高齢者など、地域全体で見守っていく必要のある高齢者もさらに増加するものと

考えられます。

　そのため、介護サービスの一層の充実はもちろんのこと、地域での支えあいや助け

あいによる豊かな地域社会を構築するための地域福祉の推進と、認知症ケアなどの重

要性が高まっています。

　本市では、全ての高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ち、これまで培ってきた

経験、能力を活かして積極的に社会参加しながら、共に支えあう豊かな地域社会の構

築を目指し、平成 27（2015） 年３月に「久慈市高齢者福祉計画（計画期間：平成 27

年度～平成 29 年度）」を策定しました。前回の計画では、医療、介護、介護予防、住

まい及び日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築に向けた

施策を推進してきました。

　今回、国が定める基本方針は、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を行うことと

し、地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進となっております。これまで取り組

んできた施策や方向性を引き継ぎ、地域住民や関係機関等と連携を強化しながら各種

施策を進めていくため、「久慈市高齢者福祉計画（計画期間：平成 30（2018）年度～

平成 32（2020）年度）」を策定いたします。



－ 4 －

第１章　計画策定にあたって

総　　論

2　計画の位置づけ

（１）根拠法令と計画の性格

　本計画は、老人福祉法第 20 条の８に基づく「市町村高齢者福祉計画」です。

　高齢者福祉計画は、すべての高齢者を視野に入れた福祉に関する基本的な政策目標

を設定し、その実現に向かって展開する福祉サービスやその他の関連施策等を定める

ものです。

（２）他の計画との関係

　本計画は、当市のまちづくりの基本計画である「久慈市総合計画」の部門別計画と

して位置づけ、介護保険法第 117 条に基づいて、久慈広域連合が策定する「介護保険

事業計画」をはじめ、国、県の指針や計画、「久慈市地域福祉計画」等の関連する計画

との整合性・調和を図りながら策定するものです。

　「介護保険事業計画」には、要介護者数や介護サービス量、介護保険事業費の見込み

等の具体的な内容が盛り込まれており、「高齢者福祉計画」と密接に関連する計画でも

あるため、介護保険事業計画との整合性には特に留意して策定しています。

【高齢者福祉計画の体系】
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第１章　計画策定にあたって

総　　論

3　計画の期間

　市町村高齢者福祉計画は、老人福祉法において「介護保険事業計画と一体のものと

して作成」することが定められています。

　また、「介護保険事業計画」の計画の期間については、介護保険法において「市町村

介護保険事業計画は３年を１期として策定」すると定められています。

　このことから、高齢者福祉計画の計画期間は、介護保険事業計画と同一の平成 30

（2018）年度から平成 32（2020）年度までの３年間としますが、団塊の世代が 75 歳

以上となる平成 37（2025）年度を目標年度とした中長期的な目標を掲げた計画となり

ます。

　 【計画の期間】

平成27
年　度

平成28
年　度

平成29
年　度

平成30
年　度

平成31
年　度

平成32
年　度

平成33
年　度

平成34
年　度

平成35
年　度

平成36
年　度

平成37
年　度

前回の老人福祉計画

久慈市高齢者福祉計画

第７期介護保険事業計画

（久慈広域連合策定）

次回の計画期間

見
直
し

見
直
し

本計画

目
標
年
度
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第１章　計画策定にあたって
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4　計画の見直しと策定体制

（１）前回の計画の成果と課題

ア　高齢者の介護予防の推進

　いつまでも活動的な生活を送ることができるよう、高齢者の介護予防への意識

の向上に努め、「いきいき百歳体操」を中心とした介護予防事業を展開しました。

心身機能の向上・生活機能の改善等の効果を実感できることもあり、地域におい

て住民主体の取り組みが継続的に行われており、「いきいき百歳体操」に取り組む

高齢者は増加傾向にあります。今後は若い年代の健康づくり・介護予防的視点も

踏まえて、実践者の拡大を図っていく必要があります。

　また、対象となる高齢者の実態把握を進めるとともに、保健・医療・福祉・介

護等の関係機関との連携を強化する必要があります。

イ　介護サービス・高齢者福祉サービス、多様なサービスの充実

　単身または夫婦のみの高齢者世帯等、支援を必要とする高齢者の増加に伴い、

見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理等の家事支援等の生活支援の必要性

が増しています。地域の実情に応じて多様な主体による生活支援・介護予防サー

ビスの提供が求められていることから、住み慣れた地域で生活し続けられるよう、

多様なサービスの充実を図りました。

　低所得高齢者の住まいの確保や、安心して住み続けられる環境づくりが課題で

あり、福祉サービスの利用による問題解決や関係機関と連携して課題解消を図る

必要があります。さらに、被災者への心のケアを継続し、災害時の支援体制の充

実を図ります。

ウ　高齢者の生きがいづくりへの支援

　高齢者が住み慣れた地域で、豊富な経験と知識を活かして生活できる環境づく

りに取り組み、関係機関と連携した事業展開を図りました。社会参加に意欲のあ

る団塊の世代が高齢化していくことから、高齢者の社会参加を通じて、元気な高

齢者が生活支援や介護サービスの担い手として活躍することが期待できます。住

み慣れた地域で暮らし続けるためには、地域のニーズや資源把握を行い、要望に

あった事業を展開させていく必要があります。

　また、地域活動の担い手である老人クラブの活性化が課題であり、老人クラブ

連合会や社会福祉協議会と連携して活性化に向けた検討が必要です。さらに、就

労が生きがいづくりの一助となっていることから、シルバー人材センターと協力

して就労支援の推進を図ります。
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エ　地域包括ケアシステムと認知症対策の充実

　認知症になっても本人の意思が尊重され、本人の状態に応じた適切な支援によ

り、できる限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう、認知症初期集中支援

チームの設置、認知症地域支援推進員の配置、認知症ケアパスの作成を行うなど、

関係機関と連携した支援体制の整備を図りました。

　今後は「認知症の予防」「早期発見・早期治療」「軽度認知症高齢者の重度化の

防止」などについて保健・医療・福祉・介護等の関係機関との更なる連携を図る

必要があります。

　さらに、地域全体で高齢者を支えるという意識啓発に努め、「在宅医療・介護

の連携」「地域ケア会議」「生活支援サービス」などの体制づくりを行うとともに、

地域住民同士のふれあいや見守り支援についても充実・強化していく必要があり

ます。

（２）計画の策定体制

　高齢者福祉計画の策定にあたっては、市関係課で素案を協議し、各分野の関係者及

び有識者で構成する「久慈市老人福祉計画策定委員会」において、幅広く意見を伺い

内容の審議・検討を行いました。　

　また、本計画について、市民からのパブリックコメントを実施するとともに、市内

８箇所で説明会を実施し、広く市民から意見・提言等を聴取する機会を設けました。
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5　計画の基本理念と基本方針

（１）基本理念

　当市における全ての高齢者の生活が健康で自分らしくあるために、本計画において

も前計画の考え方を継承するとともに、高齢者の生活の中で生きがいや安心を得られ、

住みやすい環境を整備できるよう高齢者福祉を推進します。

（２）基本方針

　高齢者の多くは住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを願っています。

　急激に進展する高齢社会に適切に対応し、高齢者の誰もが地域の支えあいにより、

安心して健やかに自立した生活を送ることができ、豊かでゆとりのある活気にあふれ

た地域社会を構築することが重要な課題となります。

　また、高齢者がこれまでに培ってきた優れた技術や経験、知識を活かしながら、自

らが積極的に社会に参画し、自助・互助・共助の精神にあふれた地域づくりに積極的

に取り組むことも必要です。

　当市では、明るく活力に満ちた高齢社会の確立のため、高齢者が生きがいをもって

社会に参画し健康で自立した生活を送ることができ、さらに介護を要する状態となっ

ても住み慣れた地域社会の中で安心して生活を送ることができるよう支援するととも

に、「支えあい」に誇りを持てる多くの市民の積極的な参画のもと、超高齢社会を市民

みんなで支えあえる、より良い地域社会の実現を目指します。

第１章　計画策定にあたって

総　　論

共に支え、元気と安らぎあふれるまちづくり
～地域包括ケアシステムの推進と　　　　　　
　　　　　　地域共生社会の実現を目指して～
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基本理念

第１章　計画策定にあたって
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6　計画体系

共に支え、元気と安らぎあふれるまちづくり
～地域包括ケアシステムの推進と地域共生社会の実現を目指して～

１．介護予防・日常生活支援総合事業の推進

１．安心・安全に生活できる環境の整備

１．地域活動への参加の支援

１．在宅医療・介護の連携強化

２．包括的な支援の推進

２．在宅支援サービスの充実

２．学びやスポーツによる生きがいづくりの推進

２．地域ケア会議の推進

３．家族介護支援事業

３．高齢者の多様な住まい方への支援

３．敬老事業の実施

３．生活支援サービスの体制整備

１．認知症施策の推進

４．介護保険サービスの充実

４．地域で生活しつづけられるまちづくりの構築

４．高齢者の就労支援

４．地域関係団体との支援体制の充実

５．市民の参画と協働

６．計画の推進体制

５．被災者への支援

２．認知症高齢者の支援体制

基
本
施
策
１

健康で生活するため

の事業の充実　　　

（地域支援事業）　

基
本
施
策
２

認知症高齢者への支

援体制の充実　　　

基
本
施
策
３

安心して、快適に生

活する環境・サービ

スの充実　　　　　

基
本
施
策
４

生きがいを持って生

活するための支援の

充実　　　　　　　

基
本
施
策
５

高齢者を取り巻く環
境の連携体制の強化
(地域包括ケアシス
テムの促進)　　　　　　　
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7　日常生活圏域の設定

　日常生活圏域とは、いわば介護予防事業や介護サービス基盤を空間的に考える基本

単位であり、第３期介護保険事業計画から設定されることになりました。

　高齢者の住み慣れた地域での生活継続を支援すべく、介護予防の推進を担う地域包

括支援センターの活動や介護サービスの地域密着型サービスの見込みについては、日

常生活圏域ごとに考えていくことになります。

　具体的な圏域の設定については、地理的条件、人口、交通事情、その他の社会的条

件及び介護給付等対象サービス提供施設の整備状況などを総合的に勘案して行ってい

ます。

　当市では、合併前の旧市村を基本とした２つの日常生活圏域を設定し、それぞれの圏

域においてサービスの基盤整備を行い、地域内で連携し、助けあい、支えあって、安

心して暮らせるシステムの構築を目指します。

久慈地域

山形地域

第１章　計画策定にあたって

総　　論
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8　地域包括支援センター

　地域包括支援センターは、地域住民の健康の保持及び生活の安定等のために必要な

援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援す

る地域の中核的機関として、平成 18 年４月１日に設置されました。

　当市では、人口規模、人材確保の状況等を配慮して直営で 1 か所設置し、その他に、

相談対応の窓口として久慈地域に１か所、山形地域に１か所のブランチを設置してい

ます。

　また、地域包括支援センターは、地域包括ケアの中核機関であることから、平成 27

年度の制度改正では、現在の包括的支援事業（①介護予防マネジメント業務、②総合

相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的マネジメント支援業務）に加えて、

認知症施策の推進、在宅医療・介護の連携強化、生活支援サービスの提供体制の整備

等を行ってきました。今後、制度横断的な連携ネットワークの構築を推進とともに、事

業の充実・強化向けてセンターの機能強化に努めます。

第１章　計画策定にあたって

総　　論

《地域包括支援センター》

○介護予防事業

○介護予防ケアマネジメント

○総合相談

○権利擁護

○家族介護支援

○認知症施策の推進

○在宅医療・介護連携

○生活支援サービス提供体制整備
                  　　　　　　　              など

地域支援事業の実施

◎久慈市地域包括支援センター

○ブランチ（相談窓口）

○久慈広域連合【介護保険者】

＜久慈市、洋野町、普代村、野田村で構成＞

久慈市で実施する地域支援事業を久慈市に委託
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第１章　計画策定にあたって

総　　論

《地域包括支援センターの体制イメージ》



－ 13 －

第１章　計画策定にあたって

総　　論

9　介護保険制度改正の主な内容

　今回の介護保険制度の改正については、平成 30（2018）年４月施行に向けて「地域

包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布されまし

た。

■改正の主な内容

　改正１　自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組を推進

○　各市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組

　 みを制度化

○　国から提供されたデータを分析したうえで介護保険事業計画を策定し、介護予

防・重度化防止等の取組内容と目標を記載

○　県による市町村への支援事業の創設と、財政的インセンディブの付与規定の整備

○　地域包括支援センターの機能強化

○　居宅介護支援事業所等の指定に対する保険者の関与強化

○　認知症施策の推進

　改正２　医療・介護の連携の推進

○　「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」として

の機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

○　医療・介護の連携等についての必要な情報の提供や支援を、県が市町村へ行う

　 よう規定を整備

　改正３　地域共生社会の実現に向けた取組の推進等

○　市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉分

　 野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化

○　高齢者と障害児が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障

　 がい福祉制度に新たに共生型サービスを位置づけ

○　有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（老人福祉法一部改正）

　改正４　所得の高い層の利用負担割合の見直し

○　介護保険サービスの利用負担について、世代間、世代内の公平性を確保しつつ制

度の持続可能性を高める観点から、２割負担者のうち特に所得の高い層の負担

割合を３割に引き上げ

　改正５　介護納付金への総報酬割の導入

○　各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保

険間では『総報酬割』に変更
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　第２章　高齢者の現状と将来の姿

1　人口と高齢者数の推移

　平成 29 年９月末現在の人口ピラミッドをみると、男性、女性いずれも 65 歳から

69 歳、次に 60 歳から 64 歳の人口構成が多く、今後 10 年間のうちに高齢者数の大

幅な増加が予想されます。また、男女とも年少人口が少なく、将来の少子高齢化の

進展が予想される人口構成となっています。

■人口構成

第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論

資料：住民基本台帳（平成29年９月末日現在）
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■人口と高齢化率の推移

　当市の総人口は、減少傾向で推移しており、平成 25 年に 37,543 人であったもの

が、平成 29 年には 35,692 人となり、４年で 1,851 人減少しています。

　また、総人口に占める 65 歳以上の高齢化率は、平成 25 年から平成 29 年まで、3.6

ポイント上昇しています。

　年齢３区分別に人口の推移をみると、年少人口（０～ 14 歳）、生産年齢人口（15

～ 64 歳）は減少傾向にありますが、老年人口（65 歳以上）は増加し続けています。

第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論

●人口と高齢化率の推移

資料：住民基本台帳（各年９月末日）
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■年齢３区分人口構成比の推移

　年齢３区分別に人口の割合をみても、人口の推移と同様の傾向にあり、年少人口

（０～ 14 歳）割合、生産年齢人口（15 ～ 64 歳）割合は減少傾向、老年人口（65 歳

以上）割合は増加傾向にあることから、少子高齢化の進行がうかがえます。

■前期・後期高齢者の割合

　高齢者数を前期高齢者（65 歳以上 74 歳以下）及び後期高齢者（75 歳以上）の区

分割合でみると、平成 28 年から前期高齢者割合は増加、後期高齢者割合は減少に

転じています。

●年齢３区分人口構成比の推移

●前期・後期高齢者比率の推移

資料：住民基本台帳（各年９月末日）

資料：住民基本台帳（各年９月末日）

第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論
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第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論

2　高齢者のいる世帯の状況

　国勢調査から当市（合併前は旧久慈市と旧山形村の合計）の世帯数の推移をみると、

平成 17 年の 14,223 世帯から平成 22 年では 13,984 世帯となり減少しました。しかし

平成 27 年は 14,226 世帯と増加に転じています。

　また、65 歳以上の親族のいる世帯数は増加しており、平成 27 年では全世帯の 48.5

％に高齢者親族がいる状況となっています。

　さらに、高齢者単身世帯、高齢夫婦世帯の数及び全世帯数に占める割合についても

増加しており、特に高齢者単身世帯の増加が顕著となっています。

平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年

全　世　帯　数 14,223 世帯 13,984 世帯 14,226 世帯

65 歳以上の親族のいる世帯 6,137 世帯 6,479 世帯 6,903 世帯

（対全世帯数比） (43.1%) (46.3%) (48.5%)

高齢者単身世帯 1,270 世帯 1,495 世帯 1,757 世帯

（対全世帯数比） (8.9%) (10.7%) (12.4%)

高齢夫婦世帯 1,429 世帯 1,503 世帯 1,722 世帯

（対全世帯数比） (10.0%) (10.7%) (12.1%)

●久慈市の世帯数の推移

資料：国勢調査　※高齢夫婦世帯とは、夫65歳以上妻60歳以上の１組の一般世帯
※平成17年は、（旧）久慈市、（旧）山形村の数値の合計
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3　高齢者の就業状況

　国勢調査から当市の就業者数の推移をみると、平成 17 年から平成 27 年の 10 年間

で就業者総数は減少から増加に転じ、65 歳以上の高齢者の就業者数においても、同様

であり、全就業者の内、高齢者の占める割合は 12.2％となっています。

　産業分類別にみると、平成 22 年と平成 27 年を比較し、第２次産業では、就業者数

で 257 人、就業率で 4.9％の大幅な増加となっています。これは東日本大震災からの

復旧復興事業により増加したものと考えられます。また、第１次産業就業者の内、高

齢者が占める割合は依然として高い状況です。

平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年

就　業　者　総　数 17,962 人 16,282 人 17,134 人

うち 65 歳以上 1,782 人 1,444 人 2,095 人

（構成比） (9.9%) (8.9%) (12.2%)

第１次産業就業者数　 2,154 人 1,596 人 1,607 人

うち 65 歳以上 871 人 530 人 575 人

（構成比） (40.4%) (33.2%) (35.8%)

第２次産業就業者数　 5,188 人 4,524 人 4,852 人

うち 65 歳以上 220 人 240 人 497 人

（構成比） (4.2%) (5.3%) (10.2%)

第３次産業就業者数　 10,620 人 10,162 人 10,675 人

うち 65 歳以上 691 人 674 人 1,023 人

（構成比） (6.5%) (6.6%) (9.6%)

第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論

●就業者構造の推移

●高齢者の就業状況

資料：国勢調査　

資料：国勢調査　

※平成17年は、（旧）久慈市、（旧）山形村の数値の合計

※平成17年は、（旧）久慈市、（旧）山形村の数値の合計
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第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論

　さらに、平成 27 年国勢調査から 65 歳以上高齢者の就業状況を産業別に詳しくみ

てみると、「農業」に就いている高齢者が 20.2％と最も多いほか、「建設業」（16.1％）、

「卸売・小売業」（14.7％）においても働いている高齢者が多くみられます。

　また、業種別に全就業者に占める高齢者の割合をみると、「農業」（42.5％）、「林業」

（25.6％）、「漁業」（24.9％）、「生活関連サービス業、娯楽業」（21.2％）などで比較的

高くなっていることから、これらの業種では特に高齢者が活躍する場が多いことが分

かります。

全就業者 65 歳以上就業者

人数 構成比 人数 構成比
全就業者に

占める割合

総　　　　　　　数 17,134 人 100.0% 2,095 人 100.0% 12.2%

第
１
次

農　　　業 987 人 5.8% 419 人 20.0% 42.5%

林　　　業 262 人 1.5% 67 人 3.2% 25.6%

漁　　　業 358 人 2.1% 89 人 4.2% 24.9%

第
２
次

鉱　　　業 15 人 0.1% 2 人 0.1% 13.3%

建　設　業 2,486 人 14.5% 337 人 16.1% 13.6%

製　造　業 2,351 人 13.7% 158 人 7.5% 6.7%

第
３
次

電気 ･ガス ･熱供給・水道業 75 人 0.4% 1 人 0.05% 1.3%

情報通信業 37 人 0.2% 5 人 0.2% 13.5%

運　輸　業 822 人 4.8% 64 人 3.1% 7.8%

卸売・小売業 2,342 人 13.7% 307 人 14.7% 13.1%

金融・保険業 221 人 1.3% 11 人 0.5% 5.0%

不動産業 152 人 0.9% 38 人 1.8% 25.0%

学術研究、専門・技術サービス業 334 人 1.9% 36 人 1.7% 10.8%

飲食店、宿泊業 754 人 4.4% 117 人 5.6% 15.5%

生活関連サービス業、娯楽業 534 人 3.1% 113 人 5.4% 21.2%

教育、学習支援業 835 人 4.9% 19 人 0.9% 2.3%

医療、福祉 2,331 人 13.6% 110 人 5.3% 4.7%

複合サービス事業 322 人 1.9% 17 人 0.8% 5.3%

サービス業（他に分類されないもの） 912 人 5.3% 153 人 7.3% 16.8%

公務（他に分類されないもの） 955 人 5.6% 23 人 1.1% 2.4%

分類不能の産業 49 人 0.3% 9 人 0.4% 18.4%

資料：国勢調査（平成27年）

●産業別就業者数（平成27年）
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4　要支援・要介護認定者の状況

　要介護等認定者数の推移をみると平成 24 年から平成 28 年までは増加傾向で推移

し、平成 29 年には 1,999 人と減少となっています。その理由は、平成 28 年 10 月に

介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、要支援の認定者が減となったことによ

るものです。

区　分 状　態　の　目　安

要支援１ ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要

要支援２ 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い

要介護１ 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要

要介護２ 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要

要介護３ 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要

要介護４ 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難

要介護５ 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能

第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論

●要介護認定者数の推移

●要介護度区分と状態の目安（参考）

資料：久慈広域連合（各年９月30日）
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第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論

5　高齢者数と要介護者の将来推計

（１）人口及び高齢者数の推計

　平成 29 年の住民基本台帳を用い、コーホート変化率法による平成 30 年以降の人口

推計を行いました。その結果、当市の人口は減少傾向にあり、平成 32（2020）年には、

34,057 人になると推計されました。

　当市では、年少人口、生産年齢人口ともに減少していく中で、高齢者人口は年々増

加する傾向にあります。それに伴い、高齢化率も上昇していき、平成 32（2020）年で

は、33.0％になると推計されます。

※コーホート変化率法による推計値　

●人口と高齢化率の推計

　※平成29年は、平成29年９月末日現在の値

※コーホートとは、同年（または同期間）に出生した集団のことを言い、コーホート変化率法とは、その集団ご

　との過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。
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第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論

■年齢３区分人口構成比の推移

　年齢３区分別人口割合をみても、人口推計の推移と同様の傾向にあり、年少人口

（０～ 14 歳）割合、生産年齢人口（15 ～ 64 歳）割合は減少傾向、老年人口（65 歳

以上）割合は増加傾向にあることから、今後も少子高齢化が進行し続けます。

■前期・後期高齢者の割合

　高齢者数を 65 歳以上 74 歳以下の前期高齢者、75 歳以上の後期高齢者の区分割

合でみると、団塊の世代が高齢者になるということもあり、前期高齢者数割合は増

加傾向で推移し、後期高齢者数割合は減少傾向で推移していきます。

●年齢３区分人口構成比の推移

●前期・後期高齢者比率の推移

※平成29年は、平成29年９月末日現在の値
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第２章　高齢者の現状と将来の姿

総　　論

（２）要支援・要介護認定者数の推計

　人口推計結果及び要支援・要介護認定者の認定率（出現率）の実績などから、平成

30 年度以降の要支援・要介護認定者数を推計した結果、要支援・要介護認定者数は増

加傾向で推移し、平成 32（2018）年度には平成 29 年度よりも 106 人増加し、2,105

人に達する見込みです。

●要介護認定者数の推計

資料：久慈広域連合
※第７期介護保険事業計画用ワークシートによる推計





各　　論
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第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

　第１章　健康で生活するための事業の充実　

地域支援事業

　地域包括支援センターでは、高齢者が要介護状態となることを予防するとともに、

要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活

を営むことができるよう支援するため「地域支援事業」を実施しています。

　平成 28 年 10 月に介護予防事業と、予防給付の訪問介護、通所介護は、「新しい介

護予防・日常生活支援総合事業」に移行となりました。生活支援サービス事業につい

ては、地域における住民主体の集いの場づくりを行うとともに、多様で継続的なサー

ビスを受けることのできる体制整備に努めています。

　また、一般介護予防事業として、「いきいき百歳体操」の普及啓発により、住民主

体による継続的な取り組みが拡大しており、身近な地域での見守り・支え合いによる

地域づくりにつながっているほか、元気になった高齢者のボランティアや就労、社会

参加等の意識啓発につながっています。

　今後も、包括的支援事業の地域ケア会議の充実、在宅医療・介護連携の推進、認知

症施策の推進、生活支援サービス体制の整備等の充実・強化に向けて、関係機関との

連携を図りながら重点的に取り組んでいきます。
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区　　　分 事　　　業

必　

須　

事　

業

介護予防・日常生 介護予防・生活支援サービス事業

活支援総合事業　 一般介護介護予防事業

総合相談支援事業

介護予防ケアマネジメント事業

権利擁護事業

包括的支援事業　 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

認知症施策の推進

在宅医療・介護連携の推進

日常生活支援サービス体制整備

任
意
事
業

介護給付等費用適正化事業

家族介護支援事業、成年後見制度利用支援事業など、市町村が必要と認める事業

第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

●地域支援事業の概要

《予防給付の見直しイメージ》
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1　介護予防・日常生活支援総合事業の推進

　地域支援事業の１つである介護予防・日常生活支援総合事業は、65 歳以上の要支援

者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護、介護予防通所介

護等のサービスに加え、ＮＰＯ法人やボランティア、住民主体の活動を支援し、地域

において様々な主体による多様なサービスを総合的に提供できるよう体制整備を行い

ます。

　また、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するとともに、リハビリテーション専門職等を活用し

た自立支援に資する取り組みを推進し、要介護状態になっても、生きがいや役割を

持って生活できる地域の実現を目指します。

第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論
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第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

（１）介護予防・生活支援サービス事業

■現状と課題

　要支援者は、身の回りの動作は自立しているが、掃除や調理などの生活行為の一

部が行いにくくなっていることが多いことから、生活の仕方や道具の工夫、環境調

整や行為動作の練習を行うことで改善が期待されます。

　要支援者等の多様なサービスに対応するため、平成 29 年度は、日常の生活支援

を必要とする高齢者に対して、ごみ出し、調理、買い物、掃除等の家事支援を行う

「わんつかっこ訪問サービス従事者養成講座」を開催して 23 名の人材養成を行って

います。シルバー人材センターの協力のもと、養成講座を修了した高齢者等を活用

した生活支援のサービスの立ち上げを行いました。

　今後も、生活支援のニーズ把握を行いながら、多様な生活支援・サービスの充実

を図ります。

■今後の取り組み

　要支援者等の多様な生活のニーズに対応するためには、介護保険サービスに加え

て、様々な主体による多様なサービスの提供体制を整える必要があります。

　今後、高齢者等の生活支援に必要なサービスの充実を目指して、元気で意欲のあ

る高齢者を支える側として人材育成を行うとともに、高齢者が家事支援等の簡易な

生活支援の担い手になることにより、自ら要介護状態になることを予防できるよう、

普及啓発を行ってまいります。

　また、生活支援コーディネーター（地域支え合い支援推進員）と連携して住民の

ニーズ把握を行いながら、多様な主体による支援やサービスの充実を図ります。

（２）一般介護予防事業

　平成 28 年８月末、「地域でつくるみんなの元気」住民向け研修会を開催し、「いき

いき百歳体操」を中心とした介護予防事業を推進しています。

　住み慣れた地域における住民主体の自発的な健康づくりの取り組みにより、継続的

に実施されており、住民の口コミで実践者が拡大しています。

　住み慣れた地域で暮らし続けるためには、心身機能の低下が如実になってからでは

なく、元気な状態の時から徐々に心身機能が低下していく過程において、地域の方と

のなじみの関係を築いておくことが必要です。

　週１回の「いきいき百歳体操」の取り組みを通じて、「顔なじみ」の関係となり、心

身機能の状態が変化しても「なじみ」の関係を継続できる地域づくりを行っています。
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第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

（ア）介護予防把握事業

■現状と課題

　介護予防の対象者は、総合相談、高齢者実態把握・介護予防等の事業を通じて把

握するほか、市民や民生委員をはじめ関係機関等からの情報提供・協力により把握

を行っています。

　把握した方については、基本チェックリストを実施し、事業及び介護保険のサー

ビス対象者に該当しない場合には、一般介護予防事業の利用につなげる等、介護予

防活動の推進を行っています。

　基本チェックリストは、閉じこもり高齢者の発見や生活支援ニーズの発見する

ツールとしての機能を果たしていることから、介護予防が必要な方の早期発見・早

期支援に向けて、今後、更に関係機関との連携強化を図る必要があります。

■今後の取り組み

　生活機能が低下した状態にある高齢者が、要介護状態となることを予防するため、

高齢者の実態把握事業の充実を図るとともに、ブランチをはじめとする保健・医

療・福祉・介護等の関係機関との連携を強化し、対象者の早期把握に努めます。

（イ）介護予防普及啓発事業

■課題と現状

　市広報への掲載やパンフレット等の配布のほか、地域で開催している「いきいき

百歳体操」等の通いの場において、体力増進と健康づくり、口腔機能の維持・向上、

認知症などの介護予防に関する正しい理解と知識の普及啓発を行っています。

　また、生活支援コーディネーターとともに、既存の支え合い・助け合いの場を発

掘して、活動の報告会・研修会等を開催して、“見える化（紹介）”することにより、

「住民がつながることが介護予防になる」ことを普及啓発しています。

■今後の取り組み

　「担い手となること＝結果的に介護予防になる」という発想のもと、介護予防・

生活支援・社会参加を一体的にとらえられるよう意識啓発を行います。

　また、生活支援コーディネーターや関係機関との連携を強化して、「いきいき百

歳体操」等の地域づくりによる介護予防の取り組みについて普及啓発に努め、住民

同士がつながりをもち、新たな生きがいや社会的役割を発見する機会の確保を図り

ます。
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第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

（ウ）地域介護予防活動支援事業

　地域で介護予防を推進する人材の発掘、育成等を行い、身近な地域で介護予防の

取り組みを広げ、支援を行っています。

■現状と課題

　「いきいき百歳体操」を行うグループに対する導入支援として、理学療法士、看護

師等の専門職による体操指導、体力測定等を行うほか、取り組みに必要な用具（バ

ンドや重り、DVD）の貸し出しを行っています。

　また、認知症予防のための健康づくり教室等の終了後、住民主体で活動を継続す

るグループが増えており、活動の継続に向けた支援を行っています。

前回計画での実施見込み 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

団　体　数 － － － － 30 52

参加実人数 － － － － 530 830

■今後の取り組み

　「いきいき百歳体操」を始めとする住民の主体的な介護予防の拡大を図るために、

報告会や研修会等を開催して意識啓発を行うとともに、理学療法士、看護師等の専

門職種との連携を図りながら、継続的な支援を行っていきます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

団　体　数 65 80 95

参加実人数 1,040 1,280 1,520

●「いきいき百歳体操」の実績

●事業の見込み
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第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

（エ）地域リハビリテーション活動支援事業

　「いきいき百歳体操」の支援として、医療機関や介護保険施設等に所属するリハ

ビリテーションの専門職等による体操指導のほか、「自立」「介護予防」に関する助

言や指導をいただいています。

　また、心身機能の向上のほか、社会参加、活動促進、環境整備等への働きかけも

必要となることから、リハビリテーション専門職の関与を積極的に促進し、「介護予

防」「自立支援」の取り組みの強化を図っています。

■今後の取り組み

　リハビリテーションの専門職の介護予防への積極的な関与を促進し、介護予防の

取り組みの充実・強化を図ります。

《地域リハビリテーション活動支援のイメージ》
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2　包括的な支援の推進

　高齢者の包括的支援として、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利

擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務が地域支援事業の中の包括的支

援事業に位置付けられています。

　平成 26 年度の制度改正により、地域ケア会議の充実、在宅医療・介護連携の推進、

認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備の充実が追加されています。

（１）介護予防ケアマネジメント

■現状と課題

　高齢者が要介護状態となることを防ぎ（発生を予防する）、要介護状態となっても

状態が悪化しないようにする（維持・改善を図る）ため、新しい介護予防・生活支

援サービス事業対象者や要支援１又は要支援２と認定された人に対し、介護予防事

業や介護保険サービス等の紹介・利用の支援及びケアプランの作成を行っています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

延利用者数（人） 4,500 4,500 4,500 4,752 4,836 4,982

■今後の取り組み

　高齢者の増加に伴い、要支援認定者数の増加及び日常生活支援等の必要な高齢者

も増加することが予測され、介護予防マネジメントの実施件数の増加も見込まれま

す。

　今後も、介護予防・日常生活支援を目的として、心身の状況・本人の選択等に基

づき、適切な支援が包括的かつ効率的に提供されるよう取り組みます。

第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

●事業の実績
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第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

（２）総合相談支援

■現状と課題

　地域包括支援センターでは、窓口相談・訪問活動等により、高齢者を取り巻く保

健・医療・福祉・介護に関する様々な相談を受けて、高齢者の心身の状況や生活の

実態を把握し、適切な制度の活用、事業やサービス等の紹介、利用につなげる等の

調整や支援を行っています。

　また、地域における関係者とのネットワーク構築を図り、サービスに関する情報

提供等の初期相談対応や、サービス利用のつなぎ機能などの継続的・専門的な相談

支援を行っています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

延利用者数（人） 3,000 3,000 3,000 2,339 3,265 3,373

■今後の取り組み

　高齢者に関する相談窓口となりうる行政各課（福祉事務所、保健推進課、市民課

等）及び２か所のブランチ、関係機関等との連携を深め、相談体制の充実・強化を

図ります。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

延利用者数（人） 3,300 3,300 3,300

●事業の実績

●事業の見込み
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（３）高齢者の権利擁護の推進

　高齢、認知症、障害等により判断力の不十分な高齢者が、金銭の管理ができな

い・不当な契約の強要等により被害を受ける事例が増えています。また、身近な家

族等の介護者による虐待や人権侵害が問題となる事例もあります。そのような高齢

者が住み慣れた地域で尊重され安心して暮らせるよう総合的な支援を実施していま

す。

（ア）日常生活自立支援事業

■現状と課題

　判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障がい者等が、地域において自立した生

活が送れるよう、社会福祉協議会が主体となり、契約に基づいて生活支援員を派遣

し、利用者の生活を支援しています。

　具体的には、福祉サービスにおける情報提供・助言、福祉サービス手続きなどの

援助、苦情解決制度の利用援助及び援助に関連した日常的な金銭管理などを行って

います。

実績（平成 29 年度は見込み）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

延利用者数（人） 91 104 112

■今後の取り組み

　この事業が高齢者に有効に活用されるよう社会福祉協議会と連携を図るとともに、

制度の内容や利用方法についての広報・周知に努めます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

延利用者数（人） 118 124 130

第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

●事業の実績

●事業の見込み
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第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

（イ）成年後見制度利用支援事業

■現状と課題

　成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等で判断能力が不十分となり、財

産管理等を自分で行う事が困難な方、不利益な契約を結んでしまうなどの悪徳商法

の被害にあった方等を保護・支援するものです。

　本人や親族が成年後見制度利用のための申請手続きができない場合に、市長が行

う審判の請求を行うとともに、収入や資産の状況から申し立て費用や成年後見人等

に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成金の交付を行っています。

■今後の取り組み

　事業が有効に活用されるように、関係機関及び関係事業との連携を図るとともに、

事業の広報・周知に努めます。

（ウ）久慈地域成年後見センター事業

■現状と課題

　自己の権利を表明することが困難な認知症高齢者等の権利擁護やニーズ表明を支

援し代弁する役割を担う機関として、久慈広域圏内４市町村が共同で成年後見セン

ターを設置し、成年後見制度の利用支援、法人後見及び後見監督人の受諾に係る体

制整備、市民後見人の育成、支援及び成年後見制度の普及啓発等を実施しています。

■今後の取り組み

　成年後見センターについて周知を行うとともに、市民向けセミナーの開催、市民

後見人の養成及び養成修了者に対するフォローアップ等を実施し、成年後見制度が

円滑に活用される体制整備に努めます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

延支援件数（件） 120 120 120

●事業の見込み
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（エ）高齢者の虐待防止の推進

■現状と課題

　高齢者虐待防止法では、家庭における養護者等による虐待により、高齢者の生命・

身体に重大な危険が生じていることを発見した者は、市町村や市町村設置の地域包

括支援センターへ通報しなければならないとしています。

　虐待の相談・通報に対しては、虐待に関する事実確認を行い、関係者が連携して、

支援策の検討を行い、見守りやサービス提供による介入を行っています。

　また、虐待防止のため、各種相談業務 ( 訪問・実態把握事業 )・研修会等を通じて、

虐待の早期発見・早期対応に努めています。

実績（平成 29 年度は見込み）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

相談・通報件数（人） 11 13 8

高齢者虐待認定数（人） 4 12 4

■今後の取り組み

　虐待の通報や届出窓口について周知します。また、虐待の防止と養護者援護を円

滑に進めるため、地域包括支援センターを中心に関係機関が連携し、総合相談、早

期発見、見守り、サービス提供による介入等を行うためのネットワークの整備を行

います。

●事業の実績

第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論
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（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援

■現状と課題

　高齢者の増加に伴い、高齢者の抱える問題も多様化しています。一人ひとりの高

齢者が、その人らしい自立した生活を送ることができるように、生活全体を包括

的・継続的に支えて行くことが重要となります。当市では、医療と介護の支援連

携会議・研修会の開催、介護支援専門員等連絡会・研修会等を開催して、包括

的・継続的ケアマネジメントの環境整備を行うほか、個々の介護支援専門員への

サポートを行っています。

■今後の取り組み

　包括的・継続的ケアマネジメントを実施していくためには、介護予防、生活支援、

権利擁護、社会参加等、地域全体で高齢者の生活を支える総合的で多様なサービス

を提供していく必要があります。今後、さらに、地域や関係機関との連携を図りな

がら、高齢者の生活全体を包括的・継続的に支えていくための環境整備を行うとと

もに、介護支援専門員に対して「地域ケア会議」等の参加を促す等、介護支援専門

員に対する個別の支援についても充実・強化を図ります。

第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論
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第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

3　家族介護支援事業

　高齢者の生活は、最も身近な存在である家族の協力により支えられています。

　また、介護者の毎日の介護による心身の疲労の問題や、老老介護にみられる介護の

形態の変化が見られ、介護する側の健康管理や精神的な支援も高齢者福祉の中で大き

な課題となっています。こうした課題に対応するため、高齢者を介護している家族へ

の支援を目的とした各種事業を行っています。

（１）家族介護教室

■現状と課題

　高齢者を介護している家族に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり、認

知症の理解と対応等についての知識・技術の習得を目的に、介護者や住民を対象に

した「認知症介護の講演会」や「認知症徘徊 SOS セミナー in 久慈」、介護者を対象

にした「家族介護教室」等を開催しています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

参加者数（人） 150 150 150 300 ― 321

開催回数（回） 1 4 1 1 ― 2

■今後の取り組み

　介護や支援が必要な高齢者が増加することが予測されることから、家族に対する

介護負担の軽減は重要な施策の一つとなります。介護についての正しい知識や理解

の普及啓発を図るとともに、介護者のニーズの把握、介護者同士の情報交換や交流

の場について検討を行った上で、介護家族の支援を推進していきます。

●事業の実績

※平成28年度は台風10号災害により中止
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第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

（２）家族介護用品支給事業

■現状と課題

　要介護者を在宅で介護している家族の精神的、身体的、経済的負担を軽減し、要

介護者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的に、紙おむつや使い捨て手袋

等の介護用品を支給しています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

支給者数（人） 170 180 190 158 155 140

■今後の取り組み

　地域支援事業の任意事業における介護用品の支給について、厚生労働省から平成

27 年度より原則として任意事業の対象外としたうえで、経過措置期間となっている

ことから、経過措置期間終了後は、利用者への影響に十分配慮しながら、他市の状

況等を勘案し、見直し・検討を行います。

（３）家族介護慰労事業

■現状と課題

　介護保険のサービスを利用せずに、在宅で重度の要介護者を介護している家族の

方を対象に、慰労金を支給するものですが、実績がない状況が続いています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

支給者数（人） 1 1 1 0 0 0

■今後の取り組み

　創設以来これまで支給実績がないことから、利用者への影響、他市の状況等を勘

案しながら、見直し・検討を行います。

●事業の実績

●事業の実績
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第１章　健康で生活するための事業の充実
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（４）家族介護交流事業

■現状と課題

　要介護高齢者を介護する家族を一時的に介護から解放し、心身のリフレッシュ

を図るために、介護者相互の交流の機会が必要となります。介護サービス事業所

等と連携して、家庭で介護をしている方を対象に、認知症や介護技術等に関する

研修会を開催し、併せて困りごとの相談や意見交換等を実施しています。

■今後の取り組み

　認知症の方を介護する高齢者の増加も予測されることから、家族に対して、認知症

介護についての普及啓発を行うとともに、認知症初期集中支援チーム、認知症地域

支援推進員の配置等による早期発見・早期対応、認知症カフェ等の設置を行い、介

護を行う家族への支援の充実・強化を図ります。
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第１章　健康で生活するための事業の充実
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4　介護保険サービスの充実

（１）居宅介護（介護予防）サービス

　居宅介護（介護予防）サービスは、要介護（要支援）認定者の方々を対象としたサー

ビスであり、在宅における自立した生活ができるよう支援するものです。

①訪問介護／介護予防訪問介護

　介護福祉士等が、利用者の居宅を訪問して、できるだけ居宅で日常生活を営めるように、入浴・

排せつ・食事等の介護や、調理・掃除・洗濯等の日常生活の世話を行います。

　なお、介護予防訪問介護は、平成 29 年度より、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事

業に移行します。

②訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護

　利用者の居宅を入浴車で訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行い、身体の清潔の保持、心身機

能の維持を図ります。

③訪問看護／介護予防訪問看護

　訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が利用者の居宅を訪問して、療養上の世話や必

要な診療の補助を行い、心身機能の維持回復を図ります。

④訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテーション

　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が、利用者の居宅を訪問して理学療法・作業療法等のリ

ハビリテーションを行い、心身機能の維持回復を図ります。

⑤居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導

　医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が要支援者・要介護者の自宅を訪問して、療養上の管

理・指導等を行うサービスです。

⑥通所介護（デイサービス）

　デイサービスセンター等に通ってもらい、入浴・排せつ・食事等の介護、健康状態等の日常の世

話と機能訓練を提供し、利用者の社会的孤立感の解消と心身機能の維持、利用者の家族の身体的・

精神的負担の軽減を図ります。

⑦通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション

　介護老人保健施設や病院・診療所に通ってもらい、生活機能向上のために理学療法・作業療法等

の必要なリハビリテーションを提供し、利用者の心身機能の維持回復を図ります。

●介護サービス／介護予防サービス
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⑧短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護

　特別養護老人ホームが利用者に短期間入所してもらい、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日

常生活上の支援及び機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減

を図ります。

⑨短期入所療養介護／介護予防短期入所療養介護

　介護老人保健施設等が利用者に短期入所してもらい、看護・医学的管理下の介護・機能訓練その

他必要な医療と日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上と家族の身体的・精神的負

担の軽減を図ります。

⑩特定施設入居者生活介護／介護予防特定施設入居者生活介護

　有料老人ホーム等に入居する利用者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護その他日常生活上の世

話、機能訓練、療養上の世話を行います。

⑪福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与

　利用者の心身の状況や希望・環境を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整を行い

貸与することで、日常生活の便宜を図り機能訓練に資するともに、介護者の負担軽減を図ります。

⑫特定福祉用具販売／特定介護予防福祉用具販売

　福祉用具のうち、入浴や排せつに用いる貸与になじまない性質の特定福祉用具を購入したときに、

購入費の一定額を支給します。

⑬住宅改修／介護予防住宅改修

　実際に居住する住宅において、手すりの取付けや段差解消等の住宅改修を行ったときに、改修費

（上限 20 万円）の一定額を支給します。

（２）地域密着型介護（介護予防）サービス

　地域密着型サービスは、認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者の増加等を踏まえ、

高齢者が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう

に、日常生活圏域内でサービス提供の拠点を確保するサービスです。

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と

訪問看護を一体的に又は、それぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行います。

②夜間対応型訪問介護

　夜間に定期的な巡回又は通報により、介護福祉士等が利用者の居宅を訪問して、入浴・排せつ・

食事等の介護などの日常生活上の世話、緊急時の対応などを行い、夜間において安心して生活を送

ることができるように援助します。

第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論

●介護サービス／介護予防サービス
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③認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護

　認知症の利用者に通ってもらい、入浴・排せつ・食事等の介護、生活相談・助言や健康状態の確

認などの日常生活上の世話、機能訓練を行い、利用者の社会的孤独感の解消と心身機能の維持、家

族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。

④小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型居宅介護

　事業所への通いを中心に、利用者の様態や希望に応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴・排

せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、健康状態の確認など日常生活上の世話、機能訓

練を行います。

⑤認知症対応型共同生活介護／介護予防認知症対応型共同生活介護

　認知症の利用者に対して、共同生活住宅で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せ

つ・食事等の介護など日常生活上の世話と機能訓練を行います。

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護

　定員が 29 人以下の有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームのうち介護専用老人ホーム

で、入居者に入浴・排せつ・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活相談、助言などの日常生活上

の世話、機能訓練と療養上の世話を行います。

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

　定員が 29 人以下の特別養護老人ホームで、利用者ができるだけ居宅の生活への復帰を念頭に置い

て、入浴・排せつ・食事等の介護、社会生活上の便宜の供与など日常生活上の世話、機能訓練、健康

管理と療養上の世話を行います。

⑧看護小規模多機能型居宅介護

　訪問看護と小規模多機能型居宅介護など２種類以上の居宅サービスや地域密着型サービスを組み

合わせて一体的に提供するサービスです。

⑨地域密着型通所介護

　利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者

の孤独感の解消や心身機能の維持を図ります。利用定員 19 人未満の小規模な通所介護事業について

は、少人数で圏域に密着したサービスであることを踏まえ、地域ケアシステムの構築を図る観点から

地域密着型サービスに位置付けられ、地域密着型通所介護となりました。

（３）居宅介護（介護予防）支援

　居宅サービス・地域密着型サービス等を適切に利用できるように、心身の状況・環

境・本人や家族の希望等を勘案し、利用する在宅サービス等の種類や内容・総合的な

援助方針等の計画を作成し、サービス提供確保の連絡調整を行います。

（４）施設介護サービス

　施設介護サービスは、在宅での生活が困難な要介護認定者の方に、施設において生

活支援を行うものです。

第１章　健康で生活するための事業の充実
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①介護老人福祉施設

　身体上、精神上著しい障がいがあるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な入所者に対して、

入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。

②介護老人保健施設

　病状が安定期にある入所者に対して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、

日常生活上の世話を行い、在宅の生活への復帰を目指します。

③介護療養型医療施設

　療養病棟を持つ病院の介護保険適用部分に入院する利用者に対して、療養上の管理、看護、医学

管理下の介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行います。平成 29 年度末までに制度が廃止さ

れる予定となっていましたが、経過措置期間が６年延長されています。平成 30 年度からは新たに

「介護医療院」が創設されることから、介護保険施設への転換や創設を視野に入れて検討していく必

要があります。

（５）制度の周知と利用意識の啓発

　介護サービスを利用する高齢者やその家族に制度改正による内容の変更や保険料の

情報などがわかりやすく伝わるよう、広報誌やパンフレットなどを各戸に配布すると

ともに、様々な会議等で提供し、介護保険制度のより一層の周知と利用意識の啓発を

図ります。

　また、要介護状態に陥ることなく健康で自立した生活を送るための啓発や介護予防

意識の向上に努めます。

（６）低所得者への配慮

　介護保険制度は、誰もが必要なときに必要に応じたサービスを利用できるよう配慮

される必要があります。

　施設等における居住費・食費については原則利用者負担とされているため、低所得

者に配慮し、その所得状況に応じた負担の上限額が認定され、それを超えた分は、特

定入所者介護サービス費として保険給付で補う仕組みとなっています。

　また、１ヶ月の介護サービス利用額が所得に応じた負担限度を超える額を高額介護

サービス費として給付する制度や、各医療保険（国民健康保険、被用者保険、後期高

齢者医療制度）における世帯内で、医療および介護保険の両制度における自己負担の

合計額が著しく高額となった場合、一定の上限額を超えた部分が支給される高額医療

合算制度も実施しています。

●介護サービス

第１章　健康で生活するための事業の充実

各　　論
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　第２章　認知症高齢者への支援体制の充実　

1　認知症施策の推進

　高齢者の増加に伴い、認知症高齢者の増加も見込まれており、認知症高齢者に対す

る支援の充実は今後の重要な課題となってきます。

　認知症対策については、認知症の人や家族、周囲の人々が認知症に対する正しい知

識を持ち、早期にその症状に気づき、診断や治療につなげることが重要です。さらに、

医療と介護の密接な連携のもとで適切な医療・介護サービスが提供できるよう、認知

症の人や家族に対する地域での総合的な支援を行うネットワークを構築するとともに、

地域の実情に合わせた見守り体制づくりを行う必要があります。

　当市においても、認知症サポーター養成講座、医療・サービス事業所との連携によ

る支援体制・研修会の開催を行っており、認知症高齢者と家族を支えるための事業を

実施しています。

　また、認知症高齢者等の行方不明者に対し、県や他市町村とネットワークを構築し、

早期発見・保護に努める体制づくりを行うほか、若年性認知症支援の充実を図ります。

認定者数 Ⅱａ Ⅱｂ Ⅲａ Ⅲｂ Ⅳ Ｍ Ⅱａ～Ｍ 割合

平成 26 年度 2,255 313 402 306 110 122 35 1,288 57.1

平成 27 年度 2,306 324 422 281 120 123 25 1,295 56.2

平成 28 年度 2,148 324 431 289 81 101 15 1,241 57.8

ﾗﾝｸ 状　態　の　目　安

Ⅰ 何らかの認知症状を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している状態。

Ⅱａ
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で多少見られても、誰かが注意して

いれば自立できる状態。

Ⅱｂ
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られるようになるが、誰かが注

意していれば自立できる状態。

Ⅲａ
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心にみられ、介護を必要とす

る状態。

Ⅲｂ
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間にもみられるようになり、介護を必要

とする状態。

Ⅳ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする状態。

Ｍ 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患がみられ専門医療を必要とする状態。

●認知症日常生活自立度別認定者数の推移

●認知症の日常生活自立度の目安（参考）

資料：久慈広域連合　
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2　認知症高齢者の支援体制

（１）認知症予防と普及啓発

　認知症の状態に応じた適切な医療や介護サービスなどの提供の流れを示した認知症

ケアパスの充実、及び認知症についての正しい知識の普及に努める等、認知症に関す

る市民の理解を促進します。

　また、若い頃からの生活習慣の改善、高齢者の閉じこもり予防、生きがい対策を充

実することにより、認知症予防に取り組みます。

（２）早期発見と適切な医療の提供

　認知症は早期の段階で対応することにより進行を緩やかにすることができ、家族の

対応についても適切な方向付けが可能となることから、高齢者の状態を速やかに把握

できるよう家族やかかりつけ医、認知症専門病院、介護保険サービス事業所と連携を

図ります。

　今後、認知症疾患医療センター、専門医療機関及び認知症サポート医等との連携に

より、適切な医療・介護等の提供体制の強化を図ります。

（３）介護者支援の充実

　認知症高齢者や家族の支援として、地域で認知症について正しい知識を持ち、理解

し支援をする人を増やすために、認知症サポーター養成講座を引き続き開催し、サ

ポーター数の増加を図ります。

　また、認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員の活動の充実・強化に

より、認知症の人や家族に対する支援の充実を図ります。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

認知症サポーター数（人） 550 550 550 488 422 780

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

認知症サポーター数（人） 550 550 550

●事業の実績

●事業の見込み
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（４）相談支援体制の充実

　認知症の早期対応に向けて、地域包括支援センターを中心とした相談・対応窓口を

充実するとともに、市民に対する相談窓口の周知を図ります。また、医療機関や介護

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である認知症地域支援推進員

を配置し、関係機関との連携により、若年性認知症を含む認知症支援体制の構築を推

進します。

（５）認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進

　認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症の人と家

族、地域住民等がともに安心して過ごせる「集いの場（認知症カフェ等）」の活動を支

援します。

　また、認知症の徘徊等により行方不明になった場合の早期発見に向け、住民と警

察・医療・行政等関係者の連携強化を図るとともに、見守り支援体制づくりを行いま

す。
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　第３章　安心して快適に生活できる環境・ 
　　　　　サービスの充実　

1　安心・安全に生活できる環境の整備

（１）消費者トラブルへの対策

■現状と課題

　警視庁の発表した資料（平成 29 年の特殊詐欺認知・検挙状況等について）による

と、特殊詐欺全体での高齢者の被害の認知件数は、全国で 13,163 件（前年比 ＋2,102

件、＋19.0％）と増加しており、高齢者の被害防止が引き続き課題となっています。

消費生活センターには専任の相談員が常駐し、詐欺や消費者トラブルに速やかに対応

する体制を整えています。

実績（平成 29 年度は１月末現在）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

相　談　総　数　 　　　（件） 398 383 308

うち60歳以上の相談件数（件） 151 192 120

①架空請求詐欺

　「利用した覚えのない請求が届いたがどうしたらよいか」という架空請求に関する相談が多く、請

求手段は、電子メールやハガキ、封書等多様である。急増しているのがハガキによる架空請求に関す

る相談であり、行政機関を装った「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に届き、文

面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などの法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連

絡先に電話をかけさせようとするものである。。

②プロバイダー契約に関するトラブル

　大手電話会社を名乗り、虚偽の説明をして光回線に切り替えさせる悪質なものや、「今より料金

が安くなる」と勧誘され、実際契約してみると電波が届かなかったり、料金が高くなってしまった

りするケースがある。ただし、全てが悪質な業者とは限らず、重要説明事項までしっかりと説明を

行い、きちんと了承を得た上での申込みであっても、後々言った言わないでのトラブルになる場合

もある。

③通信販売トラブル

　電話やインターネット、テレビなどから得る情報により買い物をすることが、高齢者にとっても日

常となり、購入前に実物を見たり、手に取ったりできないために生じるトラブルが増加。注文時の注

意書きをよく読まずに注文し、「返品ができなかった」、「お試しのつもりで注文したのに、定期購入

になっていた」といった事例がある。

●消費生活センターにおける相談実績

●高齢者に多い相談内容
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■今後の取り組み

　このような被害を防止するため、講習会の開催や広報紙を発行するほか、有効な

情報を市広報や防災無線等を活用して提供し、高齢者を被害から守ります。また、

民生児童委員や地域住民などから寄せられた消費者トラブル等に関する相談につい

て、地域包括支援センターを中心に、市の関係各課や消費生活センター、警察など

の関係機関と連携し、速やかな問題の解決を推進します。

（２）災害時要援護者支援事業の推進

■現状と課題

　一人暮らしや要介護状態にあるなど、災害時に一人では避難できない高齢者等

（災害時要援護者）の安全確保に向けた対策として、「災害時要援護者支援事業」に

よる平常時からの見守りや安否確認、地域での連絡・誘導体制の確認などの取り組

みを行っています。

　また、消防防災課と連携して、避難時の心構えなどをまとめたガイドブックを作

成・全戸配布し、防災知識の普及・啓発を行っています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

登 録 者 数（人） 680 700 710 595 594 570

台帳登録率（％） 60.0 61.0 62.0 61.1 61.6 63.1

■今後の取り組み

　今後も、地域の民生児童委員と連携し、対象者の把握に努め、台帳への登録促進

に努めます。

　また、災害時に、個別計画により避難所へ避難誘導の支援を受ける体制づくりや、

避難所に避難した後に支援を受けられる体制づくり（相談窓口や福祉避難所の設置）

により高齢者の災害時の支援体制の充実を図ります。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

登 録 者 数（人） 580 590 600

台帳登録率（％） 64.0 65.0 66.0

●事業の実績

●事業の見込み
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（３）相談窓口の充実

　高齢者が安全・安心に生活するための情報を得るために、各所に相談窓口を設け、

関係機関が連携し、速やかに要望に応える体制づくりに努めます。

久慈市地域包括支援センター

（元気の泉内）

高齢者の総合相談窓口、権利擁護、成年後見制度

介護保険制度、在宅介護サービス、

高齢者の虐待相談

久慈市地域包括支援センター

ブランチ

高齢者の相談窓口

(相談を受けて地域包括支援センターにつなぐ）

久慈市福祉事務所（市役所１階）

山形総合支所山形福祉室

低所得高齢者の相談、在宅福祉サービス

養護老人ホームへの措置

老人クラブ、生きがい活動の支援

久慈市社会福祉協議会

低所得高齢者の相談、権利擁護

老人クラブ、生きがい活動の支援、

ボランティア活動、心配ごと相談

久慈市消費生活センター

（市役所１階）

消費者トラブル・詐欺の相談、多重債務（借金）

の相談

●主な相談機関
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2　在宅支援サービスの充実

　高齢者が住み慣れた地域や家庭において、本人の意志を尊重しながら、できる限り

自立した生活が送れるようにすることを目的に、生活支援サービスを行っています。

（１）緊急通報体制等支援事業

■現状と課題

　一人暮らし高齢者等の急病やけが、災害時などに迅速かつ適切に対応し、安全・

安心な生活を確保するため、緊急通報装置を貸与しています。

　コールセンターの看護師及び相談員等が、24 時間 365 日体制で、利用者の幅広い

相談や緊急時の通報に対応しており、利用者が住み慣れた地域で安心した在宅生活

を継続できる体制を整えています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

機器保有台数（台） 300 310 320 298 284 290

総通報件数　（件） 1,500 1,500 1,500 2,067 1,674 1,700

正報件数　 　（件） 20 20 20 22 16 18

■今後の取り組み

　今後も、高齢者のみ世帯の増加が見込まれることから、支援が必要な人にサービ

スの提供を行います。また、在宅生活に不安のある対象者に対して積極的な情報の

提供に努めるとともに、地域包括支援センター、民生委員及び地域住民と連携し、

緊急時に適切に対応できる安否確認体制の強化を図ります。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

機器保有台数（台） 300 310 320

総通報件数　（件） 1700 1,750 1,800

正報件数　 　（件） 20 20 20

●事業の実績

●事業の見込み
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（２）日常生活用具（火災警報器）の設置

■現状と課題

　一人暮らし高齢者に対して、介護保険対象サービスの対象とならない日常生活

用具（火災警報器）の給付を行っています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

給付件数（件） 10 10 10 0 0 0

■今後の取り組み

　消防法の改正により、火災警報器の設置が義務付けられていますが、情報収集に

努め、必要と判断された場合には早急に対応し、自宅で安全・安心な生活ができる

よう、高齢者の安全確保、不安解消に努めます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

給付件数（件） 10 10 10

●事業の実績

●事業の見込み

第３章　安心して快適に生活できる環境・サービスの充実

各　　論
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（３）介護が必要な高齢者等に対する住宅改修の支援

■現状と課題

　要介護認定を受けている方等と介護者の負担軽減のため、「高齢者及び障害者

にやさしい住まいづくり推進事業」によりトイレ、浴室等の段差の解消及び手すり

の設置など、住宅の改善に要する経費について、補助金を交付しています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

給付件数（件） 18 18 18 14 15 15

■今後の取り組み

　要介護認定者等の安心・安全な在宅生活を確保するため、対象者に対して介護保

険「住宅改修※」と併せた事業の周知に努めます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

給付件数（件） 18 18 18

●事業の実績

●事業の見込み

※手すりの取り付けや、段差の解消などの住宅改修工事をした場合に、改修費（20万円を上限）の
　７～９割相当額を支給します。

第３章　安心して快適に生活できる環境・サービスの充実

各　　論
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3　高齢者の多様な住まい方への支援

　高齢者の住まいは、介護保険制度の施設サービスだけでは対応できない状況であり、

介護保険適用外の施設サービスも含め、高齢者の多様なニーズに配慮した住まいのあ

り方を検討する必要があります。

　高齢者の住まいの確保や地域で生きがいを持って生活するための拠点の整備は、地

域包括ケアシステムの構築にあたり、重要なものと位置づけられていることから、環

境や経済状況によって利用できる施設の運営や住宅改修の支援を行っています。

（１）養護老人ホーム

■現状と課題

　養護老人ホームは、環境上及び経済的理由によって、在宅において生活すること

が困難な者を入所させる施設です。

　生活困窮者の増加や社会的孤立など様々な社会経済環境の変化に伴い、介護施設

では十分な対応が難しい高齢者が増加することが見込まれることから、養護老人

ホームの果たすべき役割は重要性を増しています。

　久慈市立養寿荘　　定員 50 人

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成 29 年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

延措置数（人） 516 516 516 517 528 522

■今後の取り組み

　関係機関と連携して、入所が必要な高齢者を把握するとともに、待機者の解消に

努めます。

　また、施設の築年数が経過していることから、計画的な改修等により入所者が生

活しやすい環境をつくり、入所者の自立支援や社会参加を促進するとともに、質の

高い個別的・継続的な伴走型の支援を提供します。

　ボランティアの受け入れや地域住民との交流などにも積極的に取り組み、地域で

生活する高齢者の課題を解決するため、養護老人ホームが地域福祉の一つの拠点と

なるよう運営していきます。

●市内の養護老人ホーム

●事業の実績

第３章　安心して快適に生活できる環境・サービスの充実

各　　論

  ※措置施設・措置者数　　４施設43名（平成30年１月現在）
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平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

延措置数（人） 528 528 528

（２）軽費老人ホーム

■現状と課題

　軽費老人ホームは、身体機能の低下等により自立した生活を送ることが困難な高

齢者のうち、家族による援助を受けることが困難な人が低料金で入所することがで

き、食事の提供や日常生活上必要なサービスを受けることができる施設です。

　低所得の高齢者に対し、住まいと生活支援サービスを提供できる施設であること

から、地域ニーズにあった柔軟な支援機能の確保が可能な施設として重要な役割を

担うと期待されています。

■今後の取り組み

　現在、当市に該当する施設はありませんが、高齢者の増加により在宅での生活が

困難な高齢者が増えることが想定され、低所得者向けの高齢者施設としての需要の

高まりが想定されることから、今後の利用状況や高齢者ニーズ等、その時々の社会

動向を見定めながら検討していきます。

（３）高齢者生活福祉センター（生活支援ハウス）

■現状と課題

　高齢者生活福祉センターは、60 歳以上のひとり暮らしの方、夫婦のみの世帯及び

家族による援助を受けることが困難な方で、独立して生活することに不安のある方

が利用する施設です。

　利用者に対し、各種相談・助言、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的

に提供しています。

　久慈市高齢者生活福祉センター　　定員 10 人

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平均利用者数（人） 6 7 8 4.8 6.2 7.9

●事業の見込み

●市内の養護老人ホーム

●事業の実績
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■今後の取り組み

　地域包括支援センターや保健師により、市内の高齢者の実態を把握し、対象者に

対し施設利用を促進していきます。また、施設が有効的に活用されるよう、指定管

理者と連携して取り組みます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

平均利用者数（人） 8 8 8

（４）高齢者向け住宅の整備

■現状と課題

　高齢者は、住み慣れた地域において継続して生活することを望んでおり、要望に

あった住まいが確保され、その中で生活支援サービスや介護保険サービス等を利用

しながら生活していくことが理想の姿です。

　当市では、前述した高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業などの住

宅改修への支援や市営住宅のバリアフリー化を行い、高齢者の生活に配慮した住ま

いの普及を行っています。

有料老人ホーム

　有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅）は、常時

10人以上の高齢者が入所し、食事の提供その他日常生活上の

必要な便宜を提供する施設です。

高齢者の

共同居住支援

　高齢者の共同居住の形としては、高齢者共同生活（グルー

プリビング）、高齢者世話付き住宅（シルバーハウジング）、

高齢者生活福祉センター（生活支援ハウス）などがあります。

■今後の取り組み

　高齢者の住まいについて多様な選択肢を確保するためにも、高齢者の意向や地域

の実情を十分に把握したうえで、市内及び近隣町村における施設の利用支援のほか、

一定の要件を満たした住まいの普及、利用支援及び基盤整備を推進していきます。

●事業の見込み

●高齢者に配慮した住まいの形態

第３章　安心して快適に生活できる環境・サービスの充実

各　　論
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4　地域で生活しつづけられるまちづくりの構築

　高齢者が安全・安心に生活することが可能とするために、関係機関が連携して課題

解決に取り組むとともに、必要な環境の整備に努めます。

（１）都市の環境整備

　公共的建築物及び公園等の都市環境については、高齢者を含むすべての市民の利用

を視野に入れ、ユニバーサルデザインの理念を取り入れ、市民の憩い、やすらぎと安

心・安全を感じられるよう「ひとにやさしいまちづくり」を推進します。

（２）移動・交通環境の整備

　高齢者の移動手段を確保し、社会参加を促進するため、公共交通機関の維持及び利

便性の向上に努めるとともに、デマンドタクシーなどの導入により、地域の交通状況

や要望に合った交通環境の整備に努めます。

　また、日常生活における買い物などに利用される歩道などの安全で快適に移動でき

る歩行空間の確保についても努めます。

（３）買い物困窮者の支援体制の整備

　市内の中心部に商業施設が集約されつつあり、地域における生活インフラが弱体化

するなかで、住んでいる地域において日常の買い物をするのが困難な方への支援が必

要とされています。

　民間事業者による移動販売車や配食・商品宅配サービスによる買い物支援、社会福

祉協議会による「あんしんサポート事業」等を活用した外出支援等により、支援の促

進及び情報提供により、買い物弱者の解消に努めます。

（４）除雪体制の整備

　市内には、冬期間の積雪量が多い地域があり、一人暮らし高齢者等にとっては、高

齢者の除雪作業への支援体制を整備し、事故を防ぐことが必要となります。除雪作業

が困難な高齢者を把握するとともに、地域などで組織する除雪ボランティアや社会福

祉協議会と連携した取り組みを推進します。また、燃料費や活動資材などについて支

援できる体制を整備し、地域で支えあう体制づくりを支援していきます。
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5　被災者への支援

　東日本大震災により、当市も大きな被害を受け、復旧・復興に取り組んでいます。

被災した高齢者が安心して地域で生活することができるよう、孤立を防止するための

見守りや、高齢者自らが新たな生きがいを見出すことができる仕組みづくりなど、地

域コミュニティの再生や活性化に向けた取り組みを支援します。

　また、今後の災害に備え「自助」「共助」「公助」の理念により、平常時からの防災

対策に取り組み、高齢者などの災害弱者を見守る地域づくりに努めます。

■現状と課題

　災害公営住宅に入所している高齢者世帯などに対して、保健師による定期的な訪

問活動を行っており、心身の状態を把握し、適切な福祉サービス等につないでいま

す。

■今後の取り組み

　被災地区での見守り体制や地域コミュニティの活性化に努めるとともに、災害公

営住宅等に移転した高齢者世帯の見守りや地域での孤立化を防止するため、民生委

員や保健師等と連携して訪問等に取り組みます。
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　第４章　生きがいを持って生活するための 
　　　　　支援の充実　

1　地域活動への参加の支援

　高齢者が積極的に社会や地域の活動に参加することで、地域の担い手としての意識

向上につなげ、地域の活性化につながることを目的に事業や支援を実施しています。

（１）ふれあいサロンへの支援

■現状と課題

　ふれあいサロンは、高齢者が住みなれた地域で生きがいを持ちながら社会参加を

図り、閉じこもりがちな方の社会的孤立感の解消や健康増進に寄与するために、身

近な集会所等を利用し開催されています。また、老人クラブや子ども会、他地域の

サロンと連携した交流も行われています。

　サロンは地域のボランティアで運営しており、地域の協力者を増やしていくこと

が必要となっています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

実施箇所数（箇所） 92 95 98 91 89 88

実施回数　　（回）　 1,120 1,150 1,200 1,112 1,177 1,100

利用延人数 （人）　 14,100 14,200 14,300 12,744 13,750 14,000

■今後の取り組み

　今後も、息の長い事業となるよう、社会福祉協議会や保健師等と連携し、実施箇

所数や事業内容の充実を図ります。

　また、サロンに参加していない方の把握に努め、地域や年齢などに配慮し、要望

にあったサロンを開催できるよう努めます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

実施箇所数（箇所） 92 95 98

実施回数　　（回）　 1,120 1,150 1,200

利用延人数 （人）　 14,200 14,400 14,600

●事業の実績

●事業の見込み
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（２）老人クラブ活動への支援

■現状と課題

　老人クラブは、児童 ･ 生徒の見守りや友愛活動、清掃奉仕など、地域活動の担

い手としてその活動、役割などが期待されています。

　各地区の老人クラブでは、年間を通して教養の向上や健康の増進、レクリエー

ション及び地域社会との交流等に取り組んでいますが、新しい会員の確保が課題

となっています。

老人クラブ活動補助金
　高齢者が、自らの参加により地域福祉の向上を図るため

の自主活動をより充実させるための助成を行っています。

福祉バスの運行
　老人クラブ及び福祉団体の活動を支援するため、福祉バ

ス２台を運行しています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成 29 年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

老　人

クラブ

クラブ数（団体） 70 70 70 69 68 66

会 員 数　（人） 2,400 2,400 2,400 2,251 2,217 2,116

福祉バス

（老人クラブ分）

利用回数　（回） 65 65 65 51 44 65

利用延人数（人） 1,200 1,200 1,200 953 795 1,200

■今後の取り組み

　近年、団体数、会員数ともに減少傾向にありますが、１クラブ新規会員３名を目

標に取り組んでおり、比較的若い年代から入会しやすくなるような活動メニューの

展開を支援します。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

老　人

クラブ

クラブ数（団体） 70 70 70

会 員 数　（人） 2,400 2,400 2,400

福祉バス

（老人クラブ分）

利用回数　（回） 65 65 65

利用延人数（人） 1,200 1,200 1,200

●主な支援内容

●事業の見込み

●事業の実績

　※各年度末現在
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（３）世代間交流事業の推進

■現状と課題

　地域の子どもたちと高齢者との交流を促進するため、子ども会・保護者及び老

人クラブ会員の三世代による昔遊び、伝承活動等の世代間交流を推進するほか、

福祉施設を利用する高齢者と幼児から児童、生徒及び若い世代との交流を推進し

ています。

　また、世代間交流を文化活動と重ね合わせることにより、地域に伝わる盆踊り、

神楽等の伝統芸能及び慣習等が次世代に伝承されていくため、高齢者は非常に大

きな役割を担っています。

■今後の取り組み

　今後も高齢者が長年培ってきた知識や経験、地域の貴重な文化等を後世に伝承す

るための活動を促進していきます。
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2　学びやスポーツによる生きがいづくりの推進

　高齢者の学習意欲の向上を推進するために、各市民センター、社会福祉協議会及び

老人クラブ連合会等と連携しながら、高齢者が主体的に学べるような学習の機会を提

供しています。さらに、生きがいづくり活動の拠点となる施設の運営に努め、事業の

活性化を支援します。

（１）教養講座の開設

■現状と課題

　高齢者の要望に対応した学習の機会を提供し、生きがいのある豊かな生活が過ご

せるよう高齢者大学の開設を支援しています。

　また、社会福祉協議会と連携し、創作活動の講習会やウォーキングなど高齢者向

け事業を行っています。各市民センターでは、年間を通して生涯学習及び交流機会

の提供を目的とした高齢者向けの各種事業を実施しています。

　また、生涯学習の動機付けとなるよう、高齢者の豊かな経験に裏付けられた優れ

た知識や技術、学習の成果を活かせる機会を提供していきます。

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

高齢者大学の開設
開催回数　　（回） 9 8 9

延べ参加者数（人） 555 514 483

■今後の取り組み

　高齢者の生きがい活動や健康づくりに対する興味が高まっており、アンケートな

どにより要望を把握し、事業実施に努めます。また、各市民センター単位による事

業の実施を継続し、交通弱者の高齢者も参加しやすい環境づくりに努めます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

高齢者大学の開設
開催回数　　（回） 9 9 9

延べ参加者数（人） 510 520 530

●事業の実績

●事業の見込み
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（２）作品展や発表会の開催

■現状と課題

　老人クラブ連合会や社会福祉協議会と連携し、高齢者の日頃の趣味創作活動か

ら生まれた作品を展示し、多くの市民が鑑賞できる機会を設けています。

　また、販売活動を通して、生きがいづくりに寄与し、新たな創作意欲の向上を

促進しています。

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

産業まつり　　　　　　　 出品数（個） 748 784 973

趣味の作品展示会への出展 出品数（個） 2,193 1,841 1,700

■今後の取り組み

　創作活動により得た収入が活動資金となり、新たな生きがいづくりにつながるな

ど活動の推進が期待されることから、事業の活性化に努めます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

産業まつり　　　　　　　 出品数（個） 750 760 780

趣味の作品展示会への出展 出品数（個） 1,800 1,900 2,000

●事業の実績

●事業の見込み
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（３）スポーツによる生きがいづくりの推進

■現状と課題

　市内各地区対抗による、いきいきシニアスポーツ大会を開催するほか、岩手県

いきいきシニアスポーツ大会に選手団を派遣し、県内市町村とのスポーツ交流を

行っています。老人クラブ連合会との共催により、ゲートボール、パークゴルフ

等の大会を開催しているほか、生涯学習課及び各市民センター等において各種大

会及び教室を開催し、高齢者の体力づくり、生きがいづくりのための事業を行っ

ています。

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

久慈市いきいきシニア

スポーツ大会
延べ参加者数（人） 705 766 682

岩手県いきいきシニア

スポーツ大会
延べ参加者数（人） 59 44 63

高齢者向けスポーツ大会・教室
（生涯学習課・体育協会主催分）

開催回数　　（回） 257 209 201

延べ参加者数（人） 4,574 3,747 3,257

■今後の取り組み

　高齢者の健康づくりに対する興味が高まっており、関係部署と連携して、継続し

た事業実施に努めます。また、高齢者にとって継続しやすく運動不足の解消になる

ラジオ体操などを取り入れるとともに、高齢者の体育施設等の利用促進を図り、利

用しやすい環境を推進していきます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

久慈市いきいきシニア

スポーツ大会
延べ参加者数（人） 700 700 700

岩手県いきいきシニア

スポーツ大会
延べ参加者数（人） 70 70 70

高齢者向けスポーツ大会・教室
（生涯学習課・体育協会主催分）

開催回数　　（回） 210 210 210

延べ参加者数（人） 3,300 3,300 3,300

●事業の実績

●事業の見込み
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（４）老人福祉センターの活用

■現状と課題

　高齢者福祉の増進に資するため、健康保持、利用者同士の交流、レクリエーショ

ン等の各種事業の場として、老人福祉センターを市内２か所に設置しています。

　高齢者の健康増進、教養の向上、高齢者相互の交流や親睦を図る場として幅広

く活用されています。

　久慈老人福祉センター　　利用定員 100 人

　山形老人福祉センター　　利用定員 280 人

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

久慈老人福祉センター
延利用者数（人）

850 850 850 554 459 370

山形老人福祉センター
延利用者数（人）

7,000 7,000 7,000 6,082 4,033 6,200

■今後の取り組み

　介護サービスや介護予防事業などの事業及び高齢者の価値観の多様化などを踏ま

えながら、より一層効果的な活用を図り、高齢者が利用しやすい環境づくりに努め

ます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

久慈老人福祉センター
延利用者数（人）

400 400 400

山形老人福祉センター
延利用者数（人）

5,000 5,000 5,000

●市内の老人福祉センター

●事業の実績

●事業の見込み
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3　敬老事業の実施

（１）敬老会への支援

■現状と課題

　高齢者が長く社会に貢献してきた功労者であることへの敬意と感謝の心を忘れな

いよう、敬老意識を高めるとともに、高齢者同士の交流と親睦を図るために、各地

区主催による敬老会に対し、補助金を支給しています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

開催箇所数（か所） 55 55 55 55 49 55

対象者数　　（人）　 5,900 6,000 6,100 6,006 6,104 6,144

出 席 率　　（％）　 55 55 55 40.3 37.1 39.9

■今後の取り組み

　地域の子供達や若い母親等の世代も敬老会に参加するなどの取り組みを奨励し、

地域の「つながり・支えあい」を促進するとともに対象者の敬老会の参加率を向上

させるために、町内会等と連携を図ります。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

開催箇所数（か所） 55 55 55

対象者数　　（人）　 6,200 6,300 6,400

●事業の実績

●事業の見込み
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（２）長寿祝金支給事業の実施

■現状と課題

　市内に居住する 88 歳及び 100 歳を迎えた高齢者の方々に対し、敬老の意を表す

ために長寿祝金を支給しています。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

　88 歳（人） 246 286 290 232 252 200

100 歳（人） 14 18 22 8 10 9

■今後の取り組み

　高齢者数の増加に伴い、対象者数の増加が見込まれることから、支給方法などに

ついて検討していく必要があります。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

　88 歳（人） 284 270 295

100 歳（人） 13 16 32

●事業の実績

●事業の見込み
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4　高齢者の就労支援

　長年培ってきた知識・経験・技能等を生かして社会に貢献したいと望んでいる高齢

者に対して、今後も高齢者の多様な働き方に応じた就業の機会を提供していく必要が

あります。

■現状と課題

　シルバー人材センターでは、就労を通じて、生きがいと社会参加そして収入を得

たいという健康な高齢者を会員とし、民間企業や一般家庭、公共団体等から各人に

適した臨時的な仕事を引き受け、各人の希望と経験・能力に応じて仕事を紹介して

います。

　また、高齢者自らが生産した農産物や食品等についても、道の駅の産直コーナー

をはじめ、産業まつりや各種イベントへの出品などが盛んに行われており、各種団

体、企業等による情報の発信、販路の確保などの取り組みを促進します。

シルバー人材センター

　おおむね60歳以上の高齢者で、勤労意欲があり、それまで

培った技能を生かしたい方が会員となり、地域社会の日常生活

に密着した、短期的な仕事を請負または任意の形で提供します。

前回計画時の実施見込み（参考） 実績（平成29年度は見込み）

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

平成27
年  度

平成28
年  度

平成29
年  度

登録会員数（人） 320 340 360 305 290 285

■今後の取り組み

　自己に適した職業を望む高齢者への紹介窓口の拡大など就業機会確保のため、積

極的なＰＲ活動及び会員の技術向上への支援に努めます。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

登録会員数（人） 300 320 340

●関連機関

●事業の実績

●事業の見込み
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　第５章　高齢者を取り巻く環境の連携体制の強化　

地域包括ケアシステムの促進

　高齢者が介護や支援が必要な状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で、その

有する能力に応じ安心して自立した日常生活を続けていけるよう、高齢者のニーズに

応じた、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域

包括ケアシステム」の構築を目指して、介護保険サービスの提供や各種施策の推進を

行っていきます。また、多種多様な関係機関からの主体的な協力が求められます。

　本計画において、市民からの意見を踏まえ「地域包括ケアシステム」の構築に取り

組み、計画期ごとに進捗状況や内容について見直しや再検討を重ね、団塊の世代が 75

歳以上となる 2025 年を見据えて、高齢者が安心して生活することができるよう、地

域包括ケアシステムの推進に取り組んでいきます。

《地域包括ケアシステムのイメージ》
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1　在宅医療・介護の連携強化

　医療と介護の両方を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で生活を続けるこ

とができるよう、医療機関とサービス事業所等が連携を図り、在宅医療・介護連携の

推進を図ることが重要となります。当市においても、医療・介護の支援連携会議の定

期開催により、連携に関する課題の抽出及び解決策の検討を行ったほか、入退院時の

連携ツールの作成、医療・介護関係者の研修会を開催する等、連携強化を図っていま

す。

　また、平成 29（2017）年度は医療機関と介護サービス事業所等の機能をまとめた

「連携リスト」の作成及びＩＴＣによる連携ツールの活用促進を行ったほか、2025 年

を見据えて住民・医療・介護・行政が協働して「未来の医療と介護について考える」

医療と介護のデザインプロジェクトの実施、更に、「医療と介護を市民とともに考える

シンポジウム」を開催して、医療や介護の現状や市民の不安等について共有し、未来

の久慈市の医療と介護について、市民と一緒に考えるきっかけづくりを行いました。

　今後も、医療や介護が必要な場面に応じて適切なサービスを提供するために、医療

介護連携の強化を図ります。

　また、在宅医療や人生の最終段階の医療についての理解を深めるため、市民・専門

職がお互いに学び合うための場づくりを継続的に実施し、在宅医療・介護の連携強化

に取り組んでまいります。

《在宅医療・介護連携のイメージ》
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2　地域ケア会議の推進

　地域ケア個別会議は、行政、医療、介護等の多職種や民生委員などの地域の方と協

同して高齢者個人に対する支援の充実を話し合う場であり、地域包括支援センターで

開催しています。

　また、地域課題や地域資源の発見機能、また顕在化した地域課題について、施策に

つなげる政策形成機能を持つ地域ケア推進会議は、参集者・内容の検討を行いながら

開催に向け模索してきました。

　今後、多職種協働のもと、高齢者の自立を支援するケアマネジメントを支援し、地

域で高齢者を支えるネットワークの構築を進めるとともに、具体的な地域課題やニー

ズ把握を行い、必要な社会基盤整備の推進を推進していきます。

《地域ケア会議のイメージ》
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3　生活支援サービスの体制整備

　高齢化や一人暮らし高齢者世帯の増加など、社会構造の変化に伴い、保健・福祉・

介護サービスのニーズも複雑多様化しています。このような中、高齢者が住み慣れた

地域で安心して生活するためには、ＮＰＯ法人、民間企業、社会福祉法人等の様々な

主体が、地域のニーズに合わせて継続的なサービスを受けることのできる体制整備が

必要です。

　また、高齢者自身がサービスの提供者となって社会的な役割を持つことにより、生

きがいや介護予防につながっていきます。

　今後も、生活支援コーディネーター ( 地域支え合い推進員 ) を適正配置することに

より、様々な主体が連携・協力し、必要な活動やサービスが得られる地域づくりを推

進するとともに、地域のニーズと地域で提供されている多様なサービスを把握し、高

齢者が必要に応じて適切なサービスが利用できるよう、体制整備を図ります。

第５章　高齢者を取り巻く環境の連携体制の強化

各　　論

《生活支援サービスの充実・強化》
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4　地域関係団体との支援体制の充実

（１）地域における見守り体制の充実

　災害時に支援を必要とする高齢者等に対し、平常時からの見守り活動を推進するた

め、地域住民に対して説明会を実施しています。

　また、見守り活動を推進させるため、高齢者から同意を得た情報（災害時要援護者

名簿）を事前に協定を締結した町内会に提供しています。

　今後も、協定締結を通して地域での見守り体制の構築を推進し「福祉コミュニティ」

の醸成に努めます。

（２）社会福祉協議会との連携

　社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図る中核的な団体として社会福祉法に位置付

けられ、地域における幅広い生活支援の仕組みづくりや利用者のサービスの選択を支

援するための情報提供、認知症・高齢者などの権利擁護、福祉サービス利用の苦情解

決などの役割を担います。

　利用者本位の社会福祉制度確立のための法改正など基礎構造改革が進展するなか、

社会福祉協議会と連携し、地域福祉の一層の充実と福祉に対する市民の理解と参加を

促進し、市民ニーズにあった福祉サービスの提供を図っていきます。

（３）サービス事業者等との連携

　高齢者へのサービス提供や相談支援に携わっている保健・福祉・医療の関係機関、

社会福祉協議会、ボランティア・ＮＰＯ法人等との連携を図ることで、援護が必要な

高齢者へ迅速かつ的確なサービス提供を行っていきます。介護サービス提供機関、健

康づくりを推進する保健師、理学療法士・作業療法士などの専門スタッフ及び地域の

見守りを推進する民生委員等が連携し、機動的に活動できるよう、情報提供や必要な

環境づくりを支援していきます。また、災害時の高齢者等の受入れ体制を整えるため、

福祉避難所の設置などの連携体制の構築に努めます。

（４）民間企業との支援体制の構築

　高齢者等の自宅へ、配達に出向く地域企業と協力し、配達時に何らかの異変を察知

した場合の速やかな連絡体制を図り、また緊急を要する場合には、消防または警察に

通報することで、地域の見守り体制の一助となるよう、協定の締結を進めています。

　また、高齢者が必要に応じて適切な生活支援サービスが利用できるよう、民間企業

等との協力体制を整えるとともに、認知症高齢者の徘徊等による行方不明者の早期発

見のため、多様な見守り体制の構築に努めます。
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5　市民の参画と協働

市民との協働

　介護保険制度の円滑な実施のため、高齢者ができるだけ、自立した生活を送るため

に必要な支援対策として、生活支援サービスの担い手の育成、地域住民同士のふれあ

い、そして普段と様子が違うなど異変に気付くために見守りを行うことが求められて

います。また、これからの社会で、よりよいまちづくりを実現するためには、市民と

行政が協力して取り組むことが必要不可欠です。

　地域福祉に関する各種施策による連携や介護保険に関する情報の共有化を推進し、

市民の参画と協働による体制づくりを図っていきます。
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6　計画の推進体制

　これからの超高齢社会に向けては、住み慣れた地域において高齢者の暮らしをみん

なで支えあう地域福祉がより一層重要となります。地域福祉の充実のための大きな原

動力となるのは、地域住民やボランティアをはじめ、民生委員、保健推進委員、各団

体、民間企業などのさまざまな方面からの協力です。

　当市では、地域住民、ボランティア及び民間組織・機関等との連携を図り、地域の

情報を地域包括支援センターへ集積し、相互の情報共有を図ることで、相談支援が必

要な高齢者の早期発見に努めます。地域住民、医療、福祉団体、久慈広域連合及び行

政がそれぞれの立場で情報を共有し、連携・協力しながら、円滑な事業の推進に努め

ます。

　また、計画の進行を適切に管理するため、計画期間におけるサービス利用・提供状

況の把握、計画値と実績値の比較などを通じて行い、改善に努めていきます。

　さらに、個人情報に配慮した上で、必要な情報を関係機関へ提供するなど、当市の

地域資源を積極的に活用しながら、地域支えあいの環境づくりを進めていきます。

●今後の計画の位置づけ

計 画 期 間 計　　画　　内　　容

平成27～29年度

（2015～2017年度）

【計画期】

　介護保険法の改正に伴う事業の見直しを進めるとともに、

高齢者福祉施策の充実を図る。

　今後10年間の高齢者福祉の推進体制を検討する。

平成30～32年度

（2018～2020年度）

【実行期】

　介護保険制度の改正により導入された新たな事業を推進す

るとともに、高齢者福祉施策の充実を図る。

　社会情勢を加味し、計画の進捗状況により事業を見直す。

平成33～35年度

（2021～2023年度）

【評価期】

　これまでの計画により推進してきた事業の中間見直し・再

検討する。介護保険サービス・高齢者福祉事業の充実を図る。

平成36～38年度

（2024～2026年度）

【目標期】

　10年間の高齢者福祉施策の取り組みを総括し、次の10年間

の取り組みについて検討する。





資　料　編
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資　料　編

1　介護者アンケート結果からみた高齢者の現状

　地域包括支援センターでは、市内の介護者を対象としたアンケート調査を行いました。

（１）調査結果（アンケート調査の一部抜粋）

  ① 介護している方の年齢

  ② 要介護者との関係
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  ③ 要介護者の介護度

  ④ 在宅で介護をしている理由

資　料　編
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  ⑤ 在宅での介護で大変なこと（食事・排泄・清潔・医療的ケア）

資　料　編
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  ⑥ 在宅での介護で大変な理由（認知症・介護者の精神的負担・介護者の身体

  　 的負担・経済的負担・その他）

資　料　編
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  ⑦ 在宅で介護するにあたりどのようなことがあればいいと思いますか。

  　 （介護の知識・技術の習得に関する事）

資　料　編
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  ⑧ 在宅で介護するにあたりどのようなことがあればいいと思いますか。

  　 （介護者の心身の健康に関する事・その他）

資　料　編
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資　料　編

2　住民説明会・パブリックコメントによるアンケート

　「久慈市高齢者福祉計画」を策定するにあたり、住民説明会及びパブリックコメント

により計画に関すり意見の集約と重点項目に関するアンケートを実施した。

  高齢者福祉計画で重点的に取り組んで欲しいものを５つまで選択可。
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3　計画策定の経過

年  月  日 内　　　容 備　　　考

平成29年11月 関係課打ち合わせ 久慈広域連合介護保険課

市介護支援課

市地域包括支援センター

市社会福祉課

平成30年１月25日 第１回老人福祉計画策定委員会 久慈市役所車庫棟会議室２・３

２月５日～21日 パブリックコメントの実施 市内12箇所（各市民センター、

福祉施設等）

２月５日 久慈広域連合と合同で住民説明会を実施 侍浜市民センター

侍浜地区住民説明会

２月７日 夏井地区住民説明会 夏井市民センター

２月９日 長内・小久慈地区住民説明会 長内市民センター

久慈地区住民説明会 総合福祉センター

２月13日 山根地区住民説明会 山根市民センター

２月14日 宇部地区住民説明会 宇部市民センター

２月15日 山形地区住民説明会 山形老人福祉センター

２月16日 大川目地区住民説明会 大川目市民センター

３月１日 第２回老人福祉計画策定委員会 久慈市役所車庫棟会議室２・３

３月下旬 高齢者福祉計画を策定

資　料　編
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4　用語解説

【あ行】

一次判定 　認定調査のうち基本調査の結果によって行われる要介護・要支援認

定についての最初の判定。「自立」「要支援１・２」「要介護１～５」の

いずれに当たるかが判定される。全国一律のコンピュータを使って行

われる。一次判定の結果が決定ではなく、二次判定の原案となる。主

治医意見書、認定調査における特記事項を資料として加え、介護認定

審査会における二次判定が行われる。

一般高齢者施策

（ポピュレーショ

ンアプローチ）

　地域支援事業のうちの介護予防事業。全高齢者を対象に、介護予防

に関する情報の提供や地域におけるボランティア活動等を活用した介

護予防のための活動等の実施、介護予防に資する活動を行おうとする

地域住民に対する場の提供等の支援などが考えられる。

運動器の機能向上

事業

　転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防・向上を図

る観点から、ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具を用いた運動等を

行う事業。

栄養改善事業 　高齢者の低栄養状態を早期に発見するとともに、「食べること」を通

じて低栄養状態を改善し、自分らしい生活の確立と自己実現を支援す

ることを目的として、個別的な栄養相談、集団的な栄養教育を行う事

業。

NPO 　Non Profit Organization の略で、直訳すると「非営利組織」、ま

たは「民間非営利組織」という意味を持つ。

　保健や医療活動のほか、福祉促進、社会教育の増進、環境保全、災

害救助、国際協力など、不特定多数の人間に寄与する活動を行うこと。

その内容は多岐にわたり、上記のジャンルのほかでも経済 NPO など、

多様化・細分化されてきている。

　それぞれ法人化された NPO 法人として活動しており、98 年に制定

された「NPO 法（特定非営利活動促進法）」によって認証され、国か

らの助成金や寄付などでその活動をまかなう。

【か行】

介護支援専門員 　

（ケアマネジャー）

　要介護者等からの相談に応じて適切なサービスが利用できるよう、

居宅介護支援（介護予防支援）によるサービス計画（ケアプラン）を

作成したり、市や事業者との連絡調整を行う専門職。

介護認定審査会 　要介護度を最終的に審査判定（二次判定）する機関で、コンピュー

タ判定による一次判定結果と、認定調査票の記述部分である ｢ 特記事

項 ｣、さらに ｢ 主治医意見書 ｣ の３種類の資料をもとにして、要介護認

定基準に照らして審査判定を行う。

介護福祉士 　専門的知識及び技術をもって身体上または精神上の障害があること

により日常生活を営むのに支障がある者に入浴、排泄、食事その他の

介護を行い、また家族介護者等の介護に関する相談に応ずることを業

とする者。社会福祉士及び介護福祉士法に基づく福祉専門職の国家資

格。

資　料　編
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介護保険施設 　介護保険法に規定されている介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設の３種類の施設をいう。

介護保険事業計画 　介護保険法第 117 条で規定されている、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のこと。期間は３年となっ

ている。

介護予防ケアマネ

ジメント

　予防給付のマネジメントと、地域支援事業の介護予防事業のマネジ

メントを指す。市町村が責任主体となり、地域包括支援センターの保

健師が主に対応する。要支援状態となることの防止と、要支援者の要

介護状態への悪化防止の一体的対応が行われる。

介護予防事業 　地域支援事業のうち、第１号被保険者を対象として、要介護状態等

になることを予防し、要介護状態等になった場合には軽減し悪化を防

止することを目的とする事業。介護予防事業には、全高齢者を対象と

する一般高齢者施策と、高齢者人口の５％程度の高齢者を対象とする

特定高齢者施策とがある。

居宅介護サービス 　訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅

療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、

短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護及び福祉用具貸与をいう。

口腔機能の向上事

業

　高齢者の摂取・嚥下機能の低下を早期に発見し、その悪化を予防す

る観点から口腔機能の向上のための教育や口腔清掃の指導、摂食・嚥

下機能に関する機能訓練の指導等を行う事業。

高齢者虐待防止法 　高齢者の虐待の防止に関する国の責務、虐待を受けた高齢者の保護

措置、養護者の高齢者虐待防止のための支援措置を定めた法律。

【さ行】

社会福祉協議会 　社会福祉法に基づく社会福祉法人のひとつ。市町村社会福祉協議会

の主体者は、福祉関係者や住民であり、社会福祉、保健衛生、その他

の生活の改善向上に関連のある公私関係者の参加・協力を得て、地域

の実情に応じ住民の福祉を増進することを目的としている。運営費に

は住民の寄付金も含まれている。

社会福祉士 　社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された、ソーシャルワー

ク専門職。専門的知識と技術をもって、日常生活を営むのに支障があ

る人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。

主 任 ケ ア マ ネ

ジャー

　介護支援専門員 ( ケアマネジャー ) の資格を有し、居宅介護支援事業

所のケアマネジャーに対するケアプラン作成技術の指導など、地域包

括的ケアマネジメントの中核的な役割を担う専門職で一定の研修を終

了した者。

生活支援コーディ

ネーター（地域支

え合い推進員）

　高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的

とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築

に向けたコーディネート機能を果たす者。

生活習慣病 　食生活、運動、休養、飲酒、喫煙等の生活習慣が、その発症・進行

に関与する症候群。発症のうち、「加齢」に着目した「成人病」に対し、

生活習慣病は「生活習慣」に着目した考え方で、脳卒中、高血圧、心

臓病、がん、骨粗しょう症、歯周病などがあげられる。
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【た行】

第１号被保険者 　65 歳以上の高齢者は、住所地の市町村が行う介護保険の第１号被保

険者となる。要介護の状態になった原因を問わずに給付を受けられる。

第２号被保険者 　40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者は、住所地の市町村が行う介

護保険の第２号被保険者となる。加齢に伴う疾病による障害等で要介

護・要支援の状態にある場合、給付を受けられる。対象となる疾病の

範囲は「特定疾病」と呼ばれる。
※　特定疾病とは①筋萎縮性側索硬化症、②後縦靱帯骨化症、③骨折を伴う骨粗鬆

症、④多系統委縮症、⑤初老期における認知症、⑥脊髄小脳変性症、⑦脊柱管狭

窄症、⑧早老症、⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、⑩脳血

管疾患、⑪進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性性及びパーキンソン病、⑫閉

塞性動脈硬化症、⑬慢性関節リウマチ、⑭慢性閉塞性肺疾患、⑮両側の膝関節又

は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、⑯末期がん。

地域支援事業 　被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態

等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援するために市町村が行う事業であり、

平成 17 年度までの老人保健事業の一部、介護予防・地域支え合い事

業、在宅介護支援センター事業等の財源を再編し創設された介護保険

制度上の事業のこと。①介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的

支援事業、③任意事業がある。

地域包括支援セン

ター

　地域支援事業の包括的支援事業等を実施し、地域住民の心身の健康

保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上・福祉の増

進を包括的に支援することを目的とする施設。市町村のほか、市町村か

ら包括的支援事業の実施委託をうけた事業者が設置することができる。

地域包括支援セン

ター運営協議会

　地域包括支援センターの運営について意見を聴くため、介護サービ

ス提供事業者、関係団体（医師、介護支援専門員等の職能団体等）、被

保険者等で構成する組織。

地域密着型サービ

ス

　高齢者が要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または

地域で生活を継続できるよう、新たに創設されたサービス類型。原則と

して、その市町村の被保険者のみがサービス利用可能であり、指定・

指導監督の権限は保険者である市町村が有する。

特 定 入 所 者 介 護

サービス費

　低所得の要介護者が介護保険施設に入所（入院）したときや短期入

所サービスを利用したとき、食費・居住費（滞在費）について補足給

付として支給される費用。

特 定 入 所 者 支 援

サービス費

　低所得の要支援者が短期入所サービスを利用したとき、食費・居住

費（滞在費）について補足給付として支給される費用。
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【な行】

日常生活圏域 　市町村の住民が日常生活を営んでいる地域として地理的条件、人口、

交通事情その他社会的条件、介護給付対象サービスを提供するための

施設の整備その他の条件を総合的に勘案して定める区域。

認知症 　「痴呆」という用語が、侮蔑的な表現である上に、「痴呆」の実態を

正確に表しておらず、早期発見・早期診断等の取り組みの支障となっ

ていることから変更された用語。

認知症ケアパス 　認知症の人とその家族が、地域の中で本来の生活を営むために、認

知症の人と家族及び地域・医療・介護の人々が目標を共有し、それを

達成するための連携の仕組み。

　厚生労働省が平成 24 年 6 月に発表した「今後の認知症施策の方向

性」の中でも、認知症ケアパスは認知症ケア全体の流れを左右するも

のとして重視されている。

認知症地域支援推

進員

　認知症の方に、その状態に応じた適切なサービスが提供されるよう

に、市町村において医療機関、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者をいう。

認知症地域支援推進になる要件としては、

①認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、

保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護

福祉士など

②上記①以外で認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を

有する者として市町村が認めた者。

認知症サポーター 　認知症について正しく理解し、認知症の人に対する接し方を学んだ

人が、生活のさまざまな場面で、認知症の人及びその家族をサポート

する制度。厚生労働省が推進する事業。

　各地域で開催される「認知症サポーター養成講座」を受講すると、認

知症サポーターの証としてオレンジリングと呼ばれるブレスレットが

授与される。

　平成 26 年（2014）9 月末現在、約 545 万人が登録している。

認定調査 　要介護（要支援）認定の申請があった場合に、市の認定調査員が被

保険者宅を訪問し、認定に必要な本人の心身状態等を認定調査票によ

り調査すること。

【は行】

バリアフリー 　高齢者や障害のある人が社会参加をするうえで、障害（バリア）と

なるものが除去され、自由に社会参加できるようなシステムづくりの

概念。

保健師 　「保健師助産師看護師法」という法律に基づき、厚生労働大臣の免許

を受けて、保健師の名称を用いて、“保健指導”に従事することを業と

する者で、地域住民に病気の予防や健康に関するアドバイスや指導、訪

問活動などを行う。

ボランティア 　有志者、志願兵の意味。社会福祉において、無償性、善意性、自主

性に基づいて技術援助、労力提供等を行う民間奉仕者。
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【ま行】

民生委員 　民生委員法に基づき、各市町村に置かれる民間奉仕者。都道府県知

事の推薦により、厚生労働大臣が委嘱する。福祉事務所その他の関係

行政機関の業務に協力することなどを職務とする。

【や行】

ユニバーサルデザ

イン

　ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などにか

かわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザ

インすること。

要介護状態 　身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の

日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働

省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる

状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める

区分のいずれかに該当するものをいう。

要介護状態となる

おそれのある状態

（要支援状態）

　身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令で定める期

間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状

態であって、要介護状態以外の状態をいう。

要支援者 　次のいずれかに該当する者をいう。

１．要介護状態となるおそれがある状態にある 65 歳以上の者。

２．要介護状態となるおそれがある状態にある 40 歳以上 65 歳未満の

者であって、その要支援状態の原因である身体上または精神上の障害

が加齢等に伴って生ずる心身の変化に起因する政令で定められた疾

病に該当する者。

養護老人ホーム 　環境上の理由または経済的理由により、在宅での生活が困難な高齢

者を入所させる施設。

予防給付 　要支援１・２に対するサービスで、介護予防訪問介護、介護予防訪問

入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護

予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテー

ション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介

護予防特定施設入所者生活介護及び介護予防福祉用具貸与をいう。対

象者の特徴は、廃用症候群（骨関節疾患等を原因とし、徐々に生活機

能が低下するタイプ）が多く、早い時期に予防とリハビリテーション

を行うことで生活機能を改善できる可能性がある。従って、本人の意

欲を高めながら予防のサービスを提供することが必要とされる。
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5　老人福祉計画策定委員会要綱（平成20年久慈市告示第109号）

　（設置）

第１　市の老人福祉計画（以下「計画」という。）の策定に関する事項について広く意

見を求めるため、久慈市老人福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。

　（組織）

第２　委員会は、委員 15 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、必要の

都度、市長が委嘱する。

（1）　福祉関係団体の代表者

（2）　医療介護関係団体の代表者

（3）　介護保険法（平成９年法律第 123 号）に基づく被保険者

（4）　関係行政機関の職員

（5）　識見を有する者

２　委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。

　（委員長）

第３　委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

２　委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

３　委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定

した委員が、その職務を代理する。

　（会議）

第４　委員会は、市長が招集する。

２　委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

３　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

　（報告）

第５　委員長は、委員会の判定結果を市長に報告するものとする。

　（庶務）

第６　委員会の庶務は、福祉事務所社会福祉課において処理する。

　（補則）

第７　この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。
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6　久慈市老人福祉計画策定委員会委員名簿

平成 29 年 12 月 26 日委嘱　

選任区分 氏　　名 所属団体及び職名等

１
福祉関係団体の

代表者

村田　東助 久慈市老人クラブ連合会会長

久慈　匡弘 久慈市民生児童委員協議会会長

日當　光男 久慈市社会福祉協議会会長

２
医療介護関係団体

の代表者

斎藤　裕 久慈医師会会長

岩本　一夫 久慈歯科医師会会長

小向　毅 久慈薬剤師会会長

小向　秀美 特別養護老人ホーム「ぎんたらす久慈」施設長

角　伸之 特別養護老人ホーム「愛山荘」施設長

六本木　義光 介護老人保健施設「リハビリタウンくじ」施設長

３
介護保険法に基づ

く被保険者

大橋　泰子 こはくのまちの保健室代表

松村　トモエ ふれあいサロン「サロンこころ」代表

４
関係行政機関の職

員

下山　義彦 県北広域振興局保健福祉環境部長

皆川　隆夫 久慈市福祉事務所長兼生活福祉部長

５ 識見を有する者

谷地　忠人 久慈地区介護支援専門員協議会会長

西　美代子 久慈市保健推進委員会会長
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