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第 1章 計画の考え方 

 

1 計画の背景と目的 

 

我が国は世界 高水準の平均寿命を誇る一方、諸外国に例を見ない急速な高齢化に直面

しています。総務省統計局の平成 26 年 9 月 22 日公表の統計によると、日本の総人口は平

成 26 年 4 月 1 日現在、約 1 億 2,713 万 6 千人となり、前年よりも減少していますが、65

歳以上の高齢者人口は約 3,248 万 4 千人で過去 高となり、高齢化率は約 25.6％に達し、

4 人に 1 人が高齢者となっています。 

本市においては、高齢化率は平成 26 年 4 月 1 日現在、約 23.9％に達し、国よりも高齢

化の進行は遅い状況ですが、確実に進んでいくことが予測されます。 

                

今後、『団塊の世代』（昭和 22 年（1947 年）～昭和 24 年（1949 年）生まれ）がすべて

75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）に向かい、介護が必要な高齢者が急速に増加し、高

齢者ひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯及び認知症高齢者が増加すると見込まれています。 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことを可能としていくためには、平成 37 年（2025 年）を視野に入れた中長期的な目標を

定め、介護給付サービス等の充実を図るとともに、医療、介護、介護予防、生活支援及び

住まいの支援が包括的に確保される「地域包括ケア体制」を、本市の実情に応じて構築し

ていく必要があります。 

 

本市では「第 6次高齢者保健福祉計画･第 5期介護保険事業計画」で実施した事業の実績

を踏まえ、介護保険制度の改正に伴う、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の地域支

援事業への移行と、介護サービスの効率化・重点化や、費用負担の公平化を含め、今後の

本市における各種施策を体系的に整理し、実施内容や目標値、実施体制等を掲げる「第 7

次高齢者保健福祉計画･第 6期介護保険事業計画」を策定しました。 
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2 基本的視点 

本計画は、以下の３つの基本的視点を重視し、策定しております。 

 

 

本市では、高齢者一人ひとりを尊重し、また、高齢者自らが「自立」することを基本と 

します。 

加えて、身近なところで安心して生活するために様々な人や団体等が連携し、自立を支 

援する「共生」の輪を広げていきます。 

また、高齢者のひとり暮らしや高齢者のみ世帯が増加することが予想される中、医療、

介護、介護予防、生活支援及び住まいを一体的に捉え、包括的な取組が図られる地域包括

ケア体制を各地域の実情に応じて構築していきます。 

 

 

個人として尊厳が保たれ、心身共に健やかに、その人の能力

や状態に応じて自立した生活を営むことができるよう支援し

ます。 

個人としての尊厳の保持 

 

健康的で活力に満ち、自立した生活を継続できる高齢者が増

え、地域社会において高齢者が活躍し、地域社会の発展に貢献

できるよう、「活力と魅力ある 85 歳」を目標として積極的かつ

多様な施策を推進します。 

活力を維持する自立の支援 

 

住み慣れた地域社会において、住民がお互いに支え合い、個

性を生かしながら活力を生み、安心した生活が送れるよう、地

域住民や関係機関との連携強化を推進します。 

こころ豊かな生き方を 

みんなで支え合う地域社会の実現 
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3 基本理念 

平成 24 年度からスタートした『ふじパワフル 85 計画Ⅲ』では地域包括ケア体制の構築

を意識し事業に取り組んできました。本計画では、その流れを受け継ぎながら、現在の本

市の実情に応じた地域包括ケア体制の構築を目指すことを基本理念として定めるものとし

ます。 

 

 

互いに支え合い、高齢者がいきいきと暮らせる地域社会をめざして 

 

 

 

高齢化が進展していく中で、高齢者が有意義に歳を重ねながら、自立した生活を送り、

共に活動し、共に暮らすことができる地域社会を創っていくことが必要です。さらに、ひ

とり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯及び認知症高齢者が増加することから、高齢者への見

守りや生活支援の充実、医療と福祉の連携強化など、暮らしやすい地域社会の実現のため

に、高齢者を支える幅広い取組が必要です。 

  自ら健康増進等に努める「自助」を中心に、近所の人や友人との助け合い等による「互

助」、介護保険サービス等による「共助」、公的機関によって提供される「公助」が重なり

合いながら、バランスよく提供される仕組みづくりに取り組んでいかなければなりません。 

  地域包括ケア体制の構築に向けては、様々な主体がそれぞれの立場で有機的にかかわる

ことが非常に重要であるため、本市が目指す地域包括ケア体制の姿を共有し、お互いにか

かわり合いながら、さらなる連携を目指していきます。 

また、社会のあり方に大きな影響を及ぼしてきた「団塊の世代」が高齢者となり、高齢

者像や高齢者と社会とのかかわり方に大きな変化をもたらしつつあります。「社会から引退

した存在」、「病気や加齢に伴う障害で身体上や生活上の支援が必要な存在」という旧来の

「高齢者」の固定観念を転換し、高齢者自らも人生で培ってきた知恵や経験をもって社会

に貢献し、地域包括ケア体制の一端を担う存在として、活躍することが期待されます。  

 

計画の名称は、高齢者のライフスタイルの多様化、現役で活躍する高齢者の増加等を踏

まえ、前計画に引き続き、高齢者像を『活力と魅力ある 85 歳』と定め、「ふじパワフル 85

計画Ⅳ（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」とします。 
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4 計画の法的位置づけ 

本計画は、老人福祉法第 20 条の 8に基づく「市町村老人福祉計画」に保健の視点を取り

入れ、また、介護保険法第 117 条に基づく「市町村介護保険事業計画」として、市町村の

高齢者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、介護保険事業の円滑な実施

を図り、地域包括ケア体制の構築を目指して一体的に策定するものです。 

 

5 計画の期間 

計画期間は、平成 27 年度（2015 年度）から 29 年度（2017 年度）までの 3年間です。今

後も進行する高齢化に対応するため、平成 37 年（2025 年）の高齢者のあるべき姿を念頭

に置き、目標を掲げ、3 年ごとに計画を策定していきますが、計画期間 3年目の平成 29 年

度に本計画全体の評価・検証を実施し、見直しを行います。 

なお、本計画は、「団塊の世代」が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）に向け地域包

括ケア体制の構築がされるよう、中長期的な目標を示し、具体的に地域包括ケア体制の構

築を進めていく計画の初期段階という位置づけを有しています。 

 

 

 

    【現行計画】 

24 

年度 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

28 

年度 

29 

年度

30 

年度 

31 

年度 

32 

年 度

33 

年度 

34 

年度 

35 

年度 

36 

年度 

37 

年度 

38 

年度 

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6

第 6 次高齢者保

健福祉計画期間 
第 7次計画期間 第 8次計画期間 第 9次計画期間 第 10 次計画期間

第 5期介護保険 

事業計画期間 
第 6期計画期間 第 7期計画期間 第 8期計画期間 第 9期計画期間 

 
  2015 年                              2025 年 

 

団塊世代が６５歳以上に                団塊世代が７５歳以上に 

 

 

 

 

 平成 37 年（2025 年）までの見通し
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6 他計画との関係 

第五次富士市総合計画、富士市地域福祉計画、健康ふじ２１計画Ⅱをはじめ、関連する

各分野の計画との整合性に配慮しました。 

 

 

 

 

富士市地域福祉計画 

健康ふじ 21 計画Ⅱ 

富士市障害者計画・障害福祉計画 

第 2次富士山おむすび計画（富士市食育推進計画） 

富士市次世代育成支援計画 

富士市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

富士市住宅マスタープラン 

など 

 

 

ふじパワフル８５計画Ⅳ

（富士市高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画） 

静岡県高齢者保健福祉計画 

静岡県介護保険事業支援計画 

静岡県保健医療計画 

第五次富士市総合計画 
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7 策定の方法 

（１）策定体制 

計画の策定にあたり、庁内各課で構成する「高齢社会対策庁内連絡会」において、前計

画の評価と課題の抽出、施策の検討を行いました。 

また、被保険者や医療、福祉等の従事者、介護サービス事業者、学識経験者等で構成す

る「富士市介護保険運営協議会」からも、意見や提言を受け、計画に反映しています。 

 

（２）実態把握 

本計画策定に当たって、平成 25 年度に以下の内容で「高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画策定基礎調査」（以下「計画策定基礎調査」という。）を実施しました。 

 

図表 1-1 計画策定基礎調査について 

調 査 区 分 一般高齢者 要支援・要介護高齢者 

調 査 対 象 
60 歳以上の人 在宅で要支援・要介護と認定され

た 60 歳以上の人 

調 査 内 容 

ご本人の属性、健康状態、日常生活の自立、介護・介助、認知症支援、 

外出、生きがい・社会参加、住民の支え合い活動、希望する介護、 

家族介護支援、医療と介護の連携、介護保険料、地域包括支援センタ

ー、高齢者施策 等 

就労、介護予防 介護保険サービス・住まいの整

備、介護支援専門員、新サービス、 

高齢者福祉、介護上の困難、 

在宅介護の情報 

調 査 件 数 4,000 件 3,200 件 

回 収 数 2,805 人 1,993 人 

回 収 率 70.1％ 62.3％ 

実 施 時 期 平成 25 年 11 月 18 日～12 月 6 日 

配布・回収方法 郵送による配布・回収 

 

（３）パブリック・コメントの実施 

 

※ 実施結果をもとに記載予定 
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第 2章 高齢者を取り巻く状況 
 

1 人口と高齢化率 

本市の総人口は年々減少傾向にあり、平成 21 年の 261,519 人から平成 26 年の 258,241

人へと、6年間で 3,278 人、約 1％減少しました。 

今後の人口推移について、国立社会保障・人口問題研究所が作成した出生（中位）死亡

（中位）推計を参考に算定したところ、今後も減少傾向は続き、平成 29 年には 255,388

人、平成 37 年には 242,664 人へと、9年間で約 5％減少する見込みです。 

年齢構造別に見ると、高齢者人口は年々増加しているのに対し、年少人口及び生産年齢

人口は年々減少しており、高齢化率の上昇につながっています。高齢化率は平成 21 年には

20.5%でしたが、平成 26 年に 23.9%へと上昇し、今後は平成 29 年には 26.1％、平成 37 年

には 29.3％に達すると推計されます。 

 

図表 2-1 総人口の推移、高齢化率の変化

 

                                     資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 

→推計 実績← 
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高齢者人口の内訳を見ると、前期高齢者（65～74 歳）は平成 22 年から平成 23 年にかけ

て一旦減少したものの、今後は平成 28 年前後をピークに増加していく見込みです。その後

は減少傾向に転じます。 

後期高齢者（75 歳以上）は年々増加しており、この傾向は平成 37 年（2025 年）を過ぎ

てからもしばらく続き、平成 41 年ごろピークを迎えると見込まれています。 

後期高齢者の増加により、高齢者の中でも後期高齢者の占める割合が上昇しており、平

成 31 年に前期・後期高齢者数はほぼ同数になり、平成 37 年には後期高齢者が高齢者全体

の 57％を占める見込みです。 

 

図表 2-2 前期高齢者数・後期高齢者数の変化（単位：人） 

 

                                    資料：住民基本台帳（各年 4月 1 日現在） 

実績← →推計 
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2 高齢者の社会参加 

（１）外出について 

高齢者の外出頻度を見ると、一般高齢者（要介護認定を受けていない人）と要介護等認

定者との間に大きな違いが見られます。一般高齢者の半数以上がほぼ毎日外出しているの

に対し、要介護等認定者でほぼ毎日外出している人は 1割弱となります。 

またほとんど外出しないという人は一般高齢者ではごくわずかであるのに対し、要介護

等認定者では 2割近くの人が該当しています。 

図表 2-3 高齢者の外出頻度（単位：％）

 

出典：計画策定基礎調査 

 

（２）地域活動への参加について 

地域活動への参加状況を見ると、一般高齢者と要介護等認定者との間に大きな違いが見

られます。特に地域活動に参加していない人の割合は一般高齢者では 3 割弱であるのに対

し、要介護等認定者では 7割を超えています。 

図表 2-4 直近 1年に参加した地域活動（単位：％）

 

出典：計画策定基礎調査 
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（３）高齢者が参加してみたい活動について 

どのような活動に参加したいかを見ると、（２）の実際の参加状況との差が見られます。

（２）ではスポーツや趣味のサークルに参加している人は全体の 13.2％であるのに対し、

趣味やスポーツ活動に参加したいと感じている人は全体の 42.8％にも上ります。活動に興

味はあるが実際の参加に至っていない状況にあることがわかります。 

 

図表 2-5 どのような活動に参加したい（参加できる）と思うか（単位：％）

 

出典：計画策定基礎調査 

 

（４）住民同士の支え合い活動について 

高齢者の増加傾向が続く中で、住民同士の支え合いが重要となりますが、一般高齢者の

うち 7割の人が何かしらの支え合い活動に参加できそうだと回答しており、また要介護等

認定者のうち半数以上が何かしらの支え合い活動に取り組んで支援をしてほしいと回答し

ています。 

 

図表 2-6 地域住民同士の支え合いに取り組めそう、取り組んでほしい割合（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：計画策定基礎調査 
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支え合い活動の内容については、支援の受け手から見ると簡単な家事や庭仕事、話し相

手、ゴミの分別、見守り等のニーズが高く、支援の担い手から見るとゴミの分別や散歩・

買い物同行等なら取り組めそうであるという回答が多くなっています。 

 

図表 2-7 地域住民同士の支え合いとして取り組めそう、取り組んでほしいもの（単位：％）

 

出典：計画策定基礎調査 

 

（５）就労に係る状況 

高齢者の就労に係る状況を見ると、60 歳から 64 歳の人の 6 割近く、65 歳から 69 歳の人

の 4割近くが就労しています。年齢とともに就労者は少なくなりますが、80 歳を超えても

なお 1割近くの人が仕事を続けています。 

 

図表 2-8 年齢階層別就労率（平成 22 年度）（単位：％）

 

出典：国勢調査 
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3 高齢者の健康 

（１）疾病に係る状況 

現在治療中の疾病について見ると、高血圧や目の病気が全体的に多いことがわかります。

また、筋骨格系の疾病や脳卒中、認知症、外傷、パーキンソン病等については一般高齢 

者に対し要介護等認定者の回答が特に多く、介護を必要とする要因になっていることが推

測されます。 

図表 2-9 現在治療中、又は後遺症のある病気（単位：％）

 

出典：計画策定基礎調査 

 

（２）死因について 

本市の主要死因別死亡者数を見ると、悪性新生物が 多を占め、心疾患、脳血管疾患、

肺炎、老衰と続いており、この傾向は年次推移を見ても大きな変化はありません。 

図表 2-10 死亡者総数と主要死因別死亡者数（単位：人）

 

出典：静岡県富士健康福祉センター 
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4 高齢者と介護保険制度 

（１）認定者数と認定率 

要介護認定とは、介護が必要になった際、介護保険サービスを利用するために受けるも

のです。そのため、認定者（要介護認定を受けた人）の数は、介護を必要としている人が

どれくらいいるのかを知る目安になります。 

高齢者の要介護認定者は増加傾向にあり、平成 21 年の 8,040 人から平成 26 年の 9,820

人へと 1,780 人増加しています。この傾向は今後も続き、平成 29 年には 10,881 人、平成

37 年には 14,195 人になると見込まれます。 

要介護度とは、本人の心身の状態に応じて、どの程度の介護が必要かという点から一人

ひとり判断される区分です。非該当～要支援１・２～要介護１・２・３・４・５と 8段階

に区分します。 

要介護度別の内訳を見ると介護度の高い「要介護 3～5」は増減を繰り返していますが、

「要支援 1～要介護 2」は大幅に増加しています。 

要介護認定率（65 歳以上の高齢者のうち、どれだけの人が要介護認定を受けているかを

示す割合）は、平成21年の14.2％から平成26年の15.0％と0.8ポイント上昇しています。 

 

 

図表 2-11 要介護認定者数と要介護認定率の変化（各年 9月末現在） 

 

 

 

実績← →推計 
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（２）介護保険サービス利用者の状況 

介護サービスの利用者数は着実に増加しています。利用者の増加に併せて施設・地域密

着型サービスを整備していることから、施設・地域密着型・居宅サービスの利用者の割合

は、ほぼ一定です。 

図表 2-12 介護サービスの利用状況 

 
出典：介護保険事業状況報告（各年度末現在） 

 

利用者数の増加に伴い、保険給付費も年々増加しています。 

特に、事業者の新規参入に伴いサービス提供基盤が拡充し、自宅や身近な地域において

サービスを利用できるようになったことから、訪問介護や通所介護のほか、認知症対応型

共同生活介護や小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスの給付費が伸びてい

ます。 

図表 2-13 保険給付費の推移

 

出典：介護保険事業状況報告（各年度末現在） 
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（３）認知症高齢者に係る状況 

要介護認定に伴う主治医意見書によると、平成 25 年 3 月時点で、本市において約 5,800

人に認知症状が確認されています。現状を基に今後の認知症高齢者数を推計すると、認知

症高齢者の数は今後も増加を続け、平成 37 年（2025 年）には 9,000 人弱に達する見込み

です。高齢者人口に占める認知症高齢者の割合も併せて増加していく見込みです。 

 

図表 2-14 自立度別認知症高齢者数推計及び高齢者人口に占める割合

 

 

介護保険サービス利用者の認知症自立度について要介護度別に見ていくと、要介護１に

なると認知症状を有する人が急激に増え、サービス利用者の 7割近くを占めるようになり

ます。要介護と認知症自立度が相関していることがわかります。 

図表 2-15 介護サービス利用者の要介護度別認知症自立度（単位：人）
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（４）介護者の状況 

介護をしている人について見ると、7割近くが女性になっています。 

年代を見ると 60 歳代が 32％と も多く、次いで 50 歳代が 22.7％となっています。60

代以降の人が全体の 7割近くを占めており、高齢者女性によって介護の多くが担われてい

ることがわかります。 

 

図表 2-16 主に介護・介助している人の性別、年代の割合（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：計画策定基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1,125 ％
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無回答
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4.4

0.0
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5 高齢者の生活環境 

（１）世帯の状況 

65 歳以上の高齢者のいる世帯は増加傾向にあり、平成 22 年には 36,727 世帯で、一般世

帯数に占める割合は 40.4％となっています。 

 

図表 2-17 高齢者のいる世帯の変化

 

出典：総務省・国勢調査 

 

 

高齢者のいる世帯の世帯構成は、「同居世帯」の構成比率が減少傾向にあるのに対し、「高

齢者ひとり暮らし世帯」と「高齢者夫婦のみ世帯」の構成比率が増加傾向にあり、平成 22

年には高齢者ひとり暮らし世帯は 15.6％、高齢者夫婦のみの世帯は 23.4％となっています。 

図表 2-18 高齢者のいる世帯の世帯構成

 

出典：総務省・国勢調査 
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（２）住まいの状況 

住まいの状況を見ると、本市においては一戸建てに住んでいる人が非常に多く、全体の

9 割近くを占めており、次いで 6％の人が集合住宅に住んでいます。 

介護が必要になったときどのような介護を受けたいか、又は介護をしたいかについては、

介護を必要としない一般高齢者の 6 割前後の人が自宅で介護を受けることを望んでいます。 

一方で実際に介護をしている介護者については、6 割以上の人が自宅で介護することを

希望していますが、自分に介護が必要になったときは高齢者専用の住宅や老人ホーム等へ

の入所を望む割合が高くなっています。 

 

図表 2-19 家族に介護が必要になったとき/自分に介護が必要になったとき望む介護（単位：％）

 

 

出典：計画策定基礎調査 
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（３）交通に係る状況 

高齢者の移動手段を見ると、一般高齢者は自動車（自分で運転）が も多く、6 割近く

を占めているのに対し、要介護等認定者になると自動車（人に乗せてもらう）が も多く

なっています。 

その他の移動手段としては徒歩が大きな割合を占めています。また、要介護等認定者に

なると自転車による移動が大きく減少し、病院や施設のバス、タクシーの利用が増加して

います。 

図表 2-20 外出する際の移動手段（単位：％）

 

出典：計画策定基礎調査 

高齢者事故を見ると、高齢者が当事者となる件数が増加しており、平成 25 年度には 703

件の事故が発生し、全件数の 27％を占めています。 

また高齢者ドライバーによる事故も増加傾向にあり、平成25年度の発生件数は421件と、

平成 16 年から比べると約 1.7 倍に増加しています。高齢者ドライバーによる事故は、高齢

者が当事者となる事故のおよそ 6割を占め、交通事故全体の 16％を占めています。 

図表 2-21 高齢者事故の 10 年間の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 交通のあらまし 
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6 日常生活圏域別の状況 

（１）日常生活圏域の考え方 

高齢者が、要介護状態となっても住み慣れた地域で生活が継続できるよう、医療、介護

サービスのみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスや地域の社会資源を

活用し、包括的な支援を適切に提供する地域包括ケア体制を推進するため、学校区及び高

齢者人口等を勘案して、8つの日常生活圏域を設定しています。 

 

図表 2-22 日常生活圏域と地区 

 

 

 

圏   域 地   区 

１ 吉 原 東 部 須津、浮島、元吉原 

２ 吉 原 中 部 神戸、富士見台、原田、吉永、吉永北 

３ 吉 原 北 部 大淵、青葉台、広見 

４ 鷹 岡 鷹岡、天間、丘 

５ 吉 原 西 部 今泉、吉原、伝法 

６ 富 士 北 部 岩松、岩松北、富士駅北、富士北 

７ 富 士 南 部 富士駅南、富士南、田子浦 

８ 富 士 川 富士川、松野 

 

吉原東部 

吉原中部

吉原北部

吉原西部富士北部

鷹 岡

富士南部
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富士南
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富士駅南 
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鷹岡 丘
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葉
台
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富士見台
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元吉原
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浮島 
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（２）日常生活圏域ごとの高齢者の現状 

日常生活圏域ごとの人口、高齢者数、介護度別認定者数は以下のとおりです。 

 

図表 2-23 日常生活圏域ごとの高齢者等の状況（平成 26 年 4月 1日） 

圏域 地  区 人口 高齢者数 高齢化率 
65～74歳 

高齢者数 

75歳以上 

高齢者数 

１ 吉原東部 須津、浮島、元吉原 21,824 5,754 26.4% 2,937 2,817 

２ 吉原中部 
神戸、富士見台、原

田、吉永、吉永北 
28,640 7,070 24.7% 3,940 3,130 

３ 吉原北部 大淵、青葉台、広見 35,505 8,593 24.2% 5,113 3,480 

４ 鷹 岡 鷹岡、天間、丘 32,686 7,890 24.1% 4,223 3,667 

５ 吉原西部 今泉、吉原、伝法 38,112 9,434 24.8% 4,829 4,605 

６ 富士北部 
岩松、岩松北、富士

駅北、富士北 
41,099 8,679 21.1% 4,581 4,098 

７ 富士南部 
富士駅南、富士南、

田子浦 
43,760 9,387 21.5% 5,210 4,177 

８ 富 士 川 富士川、松野 16,518 4,849 29.4% 2,579 2,270 

合   計 258,144 61,656 23.9% 33,412 28,244 

 （注）人数は、町内会ごとの合計 

 

 

図表 2-24 日常生活圏域ごとの介護度別認定者数及び認定率（平成 26 年 4月 1日） 

圏域 
要支援

１ 

要支援

２ 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 

認定者

計 
認定率 

１ 吉原東部 72 139 163 188 176 110 89 937 16.3% 

２ 吉原中部 68 144 246 241 205 147 98 1,149 16.3% 

３ 吉原北部 96 167 243 223 232 169 110 1,240 14.4% 

４ 鷹 岡 96 160 249 249 204 164 124 1,246 15.8% 

５ 吉原西部 108 200 307 292 258 177 132 1,474 15.6% 

６ 富士北部 99 180 258 285 209 165 133 1,329 15.3% 

７ 富士南部 126 194 290 297 227 175 124 1,433 15.3% 

８ 富 士 川 47 86 141 149 110 99 74 706 14.6% 

合 計 712 1,270 1,897 1,924 1,621 1,206 884 9,514 15.4% 

（注）人数は、町内会ごとの合計 
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吉 原 東 部           

（地区：須津・浮島・元吉原）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者等の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 （各年 4月 1 日現在） 

 

【介護度別認定者数及び認定率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1 日現在） 

＊認定者数：第 2号被保険者を含んだ人数 

 平成20年 平成23年 平成26年

人口 22,965 22,614 21,824

高齢者数 5,073 5,279 5,754

前期高齢者 2,702 2,664 2,937

後期高齢者 2,371 2,615 2,817

高齢化率 22.1% 23.3% 26.4%

富士市の
高齢化率

19.7% 21.3% 23.9%

吉原東部

吉原中部

吉原北部

吉原西部富士北部

鷹 岡

富士南部

富 士 川

吉原東部圏域は、高齢化率が 26.4%となって

おり、市内で 2番目に高齢化が進んでいる圏域

です。 

介護度別認定者数は「要介護 2」及び「要介

護 5」が減少しているほかは増加しています。 

要介護認定率は、平成 26 年は 16.3%となっ

ており、吉原中部と並び市内で も認定率が高

くなっています。 

平成20年 平成23年 平成26年

要支援１ 34 32 72

要支援２ 76 95 139

要介護１ 121 144 163

要介護２ 148 191 188

要介護３ 162 155 176

要介護４ 137 104 110

要介護５ 78 105 89

合計 756 826 937

認定率 14.9% 15.6% 16.3%

富士市の

認定率
14.3% 15.1% 15.4%
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【日常生活の自立状況】 

 

一般高齢者では、「子ども」や「子どもの配偶者」との同居の割合が市内で最も

高い。 

同居の家族について見ると、一般高齢者では、「配偶者」の割合が 66.0％と高く、次い

で「子ども」50.4％、「子どもの配偶者」21.6％となっています。「子ども」「子どもの配偶

者」の割合については、他の圏域に比べ も高くなっています。 

 

要介護等認定者では、手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）自立度の「高い」の割合

が市内で最も高い。 

手段的日常生活動作自立度について見ると、要介護等認定者では「高い」の割合が 17.6％

と、他の圏域に比べて も高くなっています。 

 

一般高齢者では、軽度認知障害（ＭＣＩ）リスク該当者の割合が市内で最も低く、

要介護等認定者では、認知機能障害リスク該当者の割合が市内で最も低い。 

軽度認知障害リスク該当者の割合について見ると、一般高齢者で 19.2％と、他の圏域に

比べ も低くなっています。 

また、認知機能障害程度について見ると、要介護等認定者では、「障害なし」の割合が

28.9％と他の圏域に比べ も高く、認知機能障害リスク該当者の割合は 64.1％と、他の圏

域に比べ も低くなっています。 

 

要介護等認定者では、外出頻度が「ほとんどない」の割合が市内で最も高い。 

要介護等認定者では、外出頻度について「ほとんどない」の割合が 25.4％と他の圏域に

比べ も高く、外出頻度が少ない週 1 日以下の割合についても、36.7％と他の圏域に比べ

も高くなっています。 

 

 

 

※圏域ごとの【日常生活の自立状況】は、計画策定基礎調査から抜粋しています。 

 



24 

 

吉 原 中 部           
（地区：神戸、富士見台、原田、吉永、吉永北）                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者等の状況】 

 

（各年 4月 1 日現在） 

 

【介護度別認定者数及び認定率】 

平成20年 平成23年 平成26年

要支援１ 35 50 68

要支援２ 96 103 144

要介護１ 135 227 246

要介護２ 166 193 241

要介護３ 197 170 205

要介護４ 130 119 147

要介護５ 88 81 98

合計 847 943 1,149

認定率 15.0% 15.3% 16.3%

富士市の

認定率
14.3% 15.1% 15.4%

 
（各年 4月 1 日現在） 

＊認定者数：第 2号被保険者を含んだ人数 

吉原東部

吉原中部

吉原北部

吉原西部富士北部

鷹 岡

富士南部

富 士 川

吉原中部圏域は、高齢化率が 24.7％となっ

ており、平成 23 年の 21.2%から 3.5 ポイント

増加している圏域です。 

介護度別認定者数は「要介護 1」が減少して

いるほかは増加しています。 

要介護認定率は、平成 26 年は 16.3%となっ

ており、吉原東部と並び市内で も認定率が高

くなっています。 
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【日常生活の自立状況】 

 

要介護等認定者では、ひとり暮らし高齢者世帯の割合が市内で最も低く、65 歳以

上の高齢者世帯の割合が市内で最も高い。 

同居の家族について見ると、要介護等認定者では、「ひとり暮らし」の割合が 7.6％と、

他の圏域に比べ も低い割合となっています。 

また、家族全員が 65 歳以上の高齢者世帯である割合は 38.9％と、他の圏域に比べ も

高い割合となっています。 

 

一般高齢者、要介護等認定者ともに、日中独居の高齢者の割合が市内で最も低い。 

日中ひとりで過ごすことが多いかについては、一般高齢者では 19.1％、要介護等認定者

では 22.2％と、他の圏域に比べ も低くなっています。 

  

要介護等認定者では、日常生活動作（ＡＤＬ）自立度で「介助が必要」の割合が

市内で最も高い。 

日常生活動作自立度について見ると、要介護等認定者では「自立」の割合が 55.6％と

も低く、「起居移動に介助が必要」「ほぼすべてに介助が必要」を合わせた何らかの介助が

必要な割合が 37.6％と、他の圏域に比べ も高くなっています。 

 

要介護等認定者では、認知機能障害リスク該当者の割合が市内で最も高い。 

認知機能障害程度について見ると、要介護等認定者では、「障害なし」の割合が 20.8％

と他の圏域に比べ も低く、認知機能障害リスク該当者の割合は 72.9％と、他の圏域に比

べ も高くなっています。 

 

要介護等認定者では、外出頻度が「ほぼ毎日」の割合が市内で最も低い。 

要介護等認定者では、外出頻度が「ほぼ毎日」の割合が 2.8％と他の圏域に比べ も低

く、「週 2、3 日」の割合が 41.7％と、他の圏域に比べ も高くなっています。 
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吉 原 北 部           
（地区：大淵、青葉台、広見）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者等の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 （各年 4月 1 日現在） 

 

 

【介護度別認定者数及び認定率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1 日現在） 

＊認定者数：第 2号被保険者を含んだ人数 

吉原東部

吉原中部

吉原北部

吉原西部富士北部

鷹 岡

富士南部

富 士 川

吉原北部圏域は、高齢化率が 24.2％となっ

ており、市内では平均的な高齢化率となってい

る圏域です。 

介護度別認定者数は「要介護 5」が減少して

いるほかは増加しています。 

要介護認定率は、平成 26 年は 14.4%となっ

ており、市内で も認定率が低くなってい

ます。 

 平成20年 平成23年 平成26年

人口 36,055 35,742 35,505

高齢者数 6,745 7,562 8,593

前期高齢者 4,197 4,592 5,113

後期高齢者 2,548 2,970 3,480

高齢化率 18.7% 21.2% 24.2%

富士市の

高齢化率
19.7% 21.3% 23.9%

平成20年 平成23年 平成26年

要支援１ 51 57 96

要支援２ 108 140 167

要介護１ 160 194 243

要介護２ 181 192 223

要介護３ 173 226 232

要介護４ 160 152 169

要介護５ 116 129 110

合計 949 1,090 1,240

認定率 14.1% 14.4% 14.4%

富士市の
認定率

14.3% 15.1% 15.4%
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【日常生活の自立状況】 

 

要介護等認定者では、ひとり暮らし高齢者世帯の割合が市内で最も高い。 

同居の家族について見ると、要介護等認定者では、「ひとり暮らし」の割合が 14.4％と、

他の圏域に比べ も高くなっています。 

 

要介護等認定者では、日中独居の高齢者の割合が市内で最も高い。 

日中ひとりで過ごすことが多いかについては、要介護等認定者では 38.0％と、他の圏域

に比べ も高くなっています。 

 

一般高齢者では、認知機能障害リスク該当者の割合が市内で最も高い。 

認知機能障害程度について、一般高齢者では「障害なし」の割合が 85.8％と、他の圏域

に比べ も低く、認知機能障害リスク該当者の割合が 12.1％と、他の圏域に比べ も高く

なっています。 

 

一般高齢者では、外出頻度が週 1日以下の割合が市内で最も高い。 

一般高齢者では、外出頻度が少ない週 1 日以下の割合が 5.5％と他の圏域に比べ も高

くなっています。 

また、「週 2、3日」の割合が 23.6％と、他の圏域と比べて も高くなっています。 

 

一般高齢者では、住民同士の支え合いとして、取り組めそうなものでは、 

「散歩に一緒に行く」の割合が市内で最も高い。 

一般高齢者が、ボランティアや地域住民同士の支え合いとして、取り組めそうだと思う

ものについて見ると、「散歩に一緒に行く」の割合が 29.7％と、他の圏域と比べて も高

くなっています。 
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鷹  岡           
（地区：鷹岡、天間、丘）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者等の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 （各年 4月 1 日現在） 

 

 

【介護度別認定者数及び認定率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1 日現在） 

＊認定者数：第 2号被保険者を含んだ人数 

吉原東部

吉原中部

吉原北部

吉原西部富士北部

鷹 岡

富士南部

富 士 川

鷹岡圏域は、高齢化率が 24.1％となってお

り、市内では平均的な高齢化率となっている圏

域です。 

介護度別認定者数は「要介護 3」が減少して

いるほかは増加しています。 

要介護認定率は、平成 26 年は 15.8%となっ

ており、市内で 3番目に認定率が高くなってい

ます。 

 平成20年 平成23年 平成26年

人口 32,344 32,602 32,686

高齢者数 6,491 7,068 7,890

前期高齢者 3,677 3,863 4,223

後期高齢者 2,814 3,205 3,667

高齢化率 20.1% 21.7% 24.1%

富士市の

高齢化率
19.7% 21.3% 23.9%

平成20年 平成23年 平成26年

要支援１ 41 65 96

要支援２ 111 141 160

要介護１ 152 199 249

要介護２ 207 237 249

要介護３ 211 235 204

要介護４ 142 149 164

要介護５ 132 122 124

合計 996 1,148 1,246

認定率 15.3% 16.2% 15.8%

富士市の
認定率

14.3% 15.1% 15.4%
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【日常生活の自立状況】 

 

一般高齢者では、ひとり暮らし高齢者の割合が市内で最も低い。 

同居の家族について見ると、「ひとり暮らし」の割合が一般高齢者では 5.9％、要介護等

認定者では 10.8％となっており、一般高齢者のひとり暮らしの割合は、他の圏域に比べ

も低くなっています。 

 
 

一般高齢者では、日常生活動作（ＡＤＬ）自立度で「自立」の割合が市内で最も

高い。 

日常生活動作自立度について見ると、一般高齢者では「自立」の割合は 96.3％と他の圏

域に比べると も高くなっています。 
 
 

一般高齢者では、軽度認知障害（ＭＣＩ）リスク該当者の割合が市内で最も高い。 

軽度認知障害リスク該当者の割合について見ると、一般高齢者では 27.1％と、他の圏域

に比べ も高くなっています。 

また、認知機能障害程度について見ると、一般高齢者では「障害なし」の割合が 90.3％

と他の圏域に比べて も高く、認知機能障害リスク該当者の割合は 7.7％と他の圏域に比

べて も低くなっています。 

 
 

要介護等認定者では、外出の頻度が「週 1日」の割合が市内で最も高い。 

外出の頻度について、要介護等認定者では「週 1日」の割合が 18.2％と、他の圏域と比

べて も高くなっています。 
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吉 原 西 部           
（地区：今泉、吉原、伝法）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者等の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 （各年 4月 1 日現在） 

 

 

【介護度別認定者数及び認定率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1 日現在） 

＊認定者数：第 2号被保険者を含んだ人数 

吉原東部

吉原中部

吉原北部

吉原西部富士北部

鷹 岡

富士南部

富 士 川

 平成20年 平成23年 平成26年

人口 38,974 38,782 38,112

高齢者数 8,380 8,787 9,434

前期高齢者 4,610 4,551 4,829

後期高齢者 3,770 4,236 4,605

高齢化率 21.5% 22.7% 24.8%

富士市の

高齢化率
19.7% 21.3% 23.9%

平成20年 平成23年 平成26年

要支援１ 60 77 108

要支援２ 161 201 200

要介護１ 214 249 307

要介護２ 212 268 292

要介護３ 238 244 258

要介護４ 176 175 177

要介護５ 113 126 132

合計 1,174 1,340 1,474

認定率 14.0% 15.2% 15.6%

富士市の
認定率

14.3% 15.1% 15.4%

吉原西部圏域は、高齢化率が 24.8％となっ

ており、市内で 3番目に高齢化が進んでいる圏

域です。 

介護度別認定者数は「要支援 2」以外は増加

し続けており、特に「要介護 1」は増加率が高

くなっています。 

要介護認定率は、平成 26 年は 15.6%で、平

均的な認定率となっています。 
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【日常生活の自立状況】 

 

一般高齢者では、ひとり暮らし高齢者の割合が市内で最も高い。 

同居の家族について見ると、「ひとり暮らし」の割合が一般高齢者では 13.4％、要介護

等認定者では 13.6％となっており、一般高齢者のひとり暮らしの割合は、他の圏域に比べ

も高くなっています。 

 

 

一般高齢者では、日常生活動作（ＡＤＬ）自立度で「自立」の割合が市内で最も

低い。 

日常生活動作自立度について見ると、一般高齢者では「自立」の割合は 93.3％と、他の

圏域と比べ も低くなっています。 

 

 

要介護等認定者では、軽度認知障害（ＭＣＩ）リスク該当者の割合が市内で最も

高い。 

軽度認知障害リスク該当者の割合について見ると、要介護等認定者では 72.7％と、他の

圏域に比べ も高くなっています。 

 

 

一般高齢者では、外出頻度が「ほぼ毎日」の割合が市内で最も高い。 

一般高齢者では、外出頻度について見ると、「ほぼ毎日」の割合が 57.2％と、他の圏域

に比べ も高くなっています。 

 

 

一般高齢者、要介護等認定者ともに地域包括支援センターの認知度が市内で最も

低い。 

地域包括支援センターの認知度を見ると、一般高齢者で 13.2％、要介護等認定者では

28.0％と、ともに他の圏域に比べ も低くなっています。 
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富 士 北 部           
（地区：岩松、岩松北、富士駅北、富士北）                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者等の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 （各年 4月 1 日現在） 

 

【介護度別認定者数及び認定率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1 日現在） 

＊認定者数：第 2号被保険者を含んだ人数 

吉原東部

吉原中部

吉原北部

吉原西部富士北部

鷹 岡

富士南部

富 士 川

富士北部圏域は、高齢化率が 21.1％となっ

ており、市内で も高齢化率が低い圏域です。 

介護度別認定者数は「要介護 3」及び「要介

護 4」以外の増加が続いており、特に「要介護

2」は増加率が高くなっています。 

要介護認定率は、平成 26 年は 15.3%で、平

均的な認定率となっています。 

 

 

 平成20年 平成23年 平成26年

人口 40,321 41,193 41,099

高齢者数 7,408 8,005 8,679

前期高齢者 4,213 4,295 4,581

後期高齢者 3,195 3,710 4,098

高齢化率 18.4% 19.4% 21.1%

富士市の

高齢化率
19.7% 21.3% 23.9%

平成20年 平成23年 平成26年

要支援１ 61 78 99

要支援２ 112 174 180

要介護１ 181 229 258

要介護２ 216 219 285

要介護３ 220 217 209

要介護４ 185 179 165

要介護５ 100 131 133

合計 1,075 1,227 1,329

認定率 14.5% 15.3% 15.3%

富士市の
認定率

14.3% 15.1% 15.4%
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【日常生活の自立状況】 

 

一般高齢者では、住まいの種類は「民間賃貸住宅」の割合が約 1割と、市内で最

も高い。 

一般高齢者では、住まいの種類は、「民間賃貸住宅（アパート・マンション）」の割合が

10.9％と、他の圏域に比べ も高くなっています。一方、「一戸建て」の割合が 83.2％、「持

ち家」の割合が 84.4％と、他の圏域に比べ も低くなっています。 

 

一般高齢者では、手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）自立度で「高い」の割合が市

内で最も低い。 

手段的日常生活動作自立度について見ると、一般高齢者では「高い」の割合が 78.6％と、

他の圏域に比べ も低くなっています。要介護等認定者では「低い」の割合が 73.2％と、

他の圏域に比べ も高くなっています。 
 

要介護等認定者では、認知機能障害程度（ＣＰＳ）で「重度の障害」の割合が市

内で最も高い。 

認知機能障害程度について見ると、要介護等認定者では「障害なし」の割合が 23.8％と

も高くなっていますが、一方で「重度の障害」の割合が 11.5％と、他の圏域に比べ も

高くなっています。 

 

一般高齢者では、健康や介護予防に関する講座・教室などへの参加が高く、今後

受けたい講座・教室は「気軽に歩いて行ける会場で開催している」の割合が高い。 

健康や介護予防について、どのような講座・教室に参加したいかについては、「足腰の筋

力の低下を防ぐための運動についての話・実技」の割合が 40.4％と も高く、次いで「気

軽に歩いて行ける会場で開催している」の割合が 26.5％となっています。 
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富 士 南 部           
（地区：富士駅南、富士南、田子浦）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者等の状況】 

 

 （各年 4月 1 日現在） 

 

【介護度別認定者数及び認定率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1 日現在） 

＊認定者数：第 2号被保険者を含んだ人数 

吉原東部

吉原中部

吉原北部

吉原西部富士北部

鷹 岡

富士南部

富 士 川

富士南部圏域は高齢化率が 21.5％となって

おり、市内で 2 番目に高齢化率が低い圏域

です。 

介護度別認定者数は「要介護 3」が減少して

いるほかは増加しており、中でも「要介護 2」

は増加率が高くなっています。 

要介護認定率は、平成 26 年は 15.3%で、平

均的な認定率となっています。 

平成20年 平成23年 平成26年

要支援１ 59 70 126

要支援２ 98 132 194

要介護１ 211 273 290

要介護２ 194 237 297

要介護３ 209 239 227

要介護４ 165 152 175

要介護５ 91 112 124

合計 1,027 1,215 1,433

認定率 13.4% 14.5% 15.3%

富士市の
認定率

14.3% 15.1% 15.4%
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【日常生活の自立状況】 

 

一般高齢者では、日中独居の高齢者の割合が市内で最も高い。 

日中ひとりで過ごすことが多いかについては、一般高齢者では 26.3％、要介護等認定者

では 30.4％と、一般高齢者の日中独居の割合が、他の圏域に比べ も高くなっています。 

 

要介護等認定者では、手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）自立度で「高い」の割合

が市内で最も低い。 

手段的日常生活動作自立度について見ると、一般高齢者では「高い」の割合が 84.6％と

他の圏域に比べ も高くなっておりますが、要介護等認定者では「高い」の割合が 10.3％

と他の圏域に比べ も低くなっています。 

 

一般高齢者では、健康や介護予防に関する講座や教室への参加状況が市内で最も

低い。 

健康や介護予防に関する講座や教室への参加状況を見ると、「ある」の割合が 10.7％と

他の圏域に比べ も低くなっています。 

また、どのような講座や教室に参加したいかについては、「足腰の筋力の低下を防ぐため

の運動についての話・実技」の割合が 45.4％と他の圏域に比べ も高くなっています。 

 

一般高齢者では、住民同士の支え合いとして、取り組めるものとしては、 

「散歩に一緒に行く」の割合が高い。 

一般高齢者が、ボランティアや地域住民同士の支え合いとして、取り組めそうだと思う

ものについて見ると、「散歩に一緒に行く」の割合が 28.6％と も高く、「買い物に一緒に

行く」の割合が 26.1％、「ゴミの分別、集積場への運搬」の割合が 24.5％、「電球の取替え

など、高齢者だけでは難しい、簡単な家事や庭仕事」の割合が 23.4％となっています。 
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富 士 川           
（地区：富士川、松野）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者等の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 （各年 4月 1 日現在） 

 

 

【介護度別認定者数及び認定率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1 日現在） 

＊認定者数：第 2号被保険者を含んだ人数 

吉原東部

吉原中部

吉原北部

吉原西部富士北部

鷹 岡

富士南部

富 士 川

富士川圏域は、高齢化率が 29.4％となって

おり、市内では も高齢化が進んでいる圏域

です。 

介護度別認定者数は「要介護 3」が減少して

いるほかは増加となっています。 

要介護認定率は、平成 26 年は 14.6%で、市

内で 2番目に低い認定率となっています。 

 平成20年 平成23年 平成26年

人口 16,744 16,855 16,518

高齢者数 4,095 4,357 4,849

前期高齢者 2,226 2,344 2,579

後期高齢者 1,869 2,013 2,270

高齢化率 24.5% 25.8% 29.4%

富士市の

高齢化率
19.7% 21.3% 23.9%

平成20年 平成23年 平成26年

要支援１ 41 28 47

要支援２ 66 83 86

要介護１ 105 123 141

要介護２ 99 119 149

要介護３ 76 126 110

要介護４ 90 89 99

要介護５ 56 46 74

合計 533 614 706

認定率 13.0% 14.1% 14.6%

富士市の
認定率

14.3% 15.1% 15.4%
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【日常生活の自立状況】 

 

一般高齢者では、65 歳以上の高齢者世帯の割合が市内で最も高い。 

一般高齢者では、「配偶者」の割合が 74.0％で他の圏域と比べ も高く、「子ども」や「子

どもの配偶者」の割合が他の圏域と比べて も低くなっています。家族全員が 65 歳以上の

高齢者世帯の割合が 30.1％と、他の圏域に比べ も高くなっています。 

 

一般高齢者では、住まいの種類は「持ち家」の割合がほぼ全数であり、市内で最

も高い。 

住まいの種類は、一般高齢者では「一戸建て」の割合が 93.6％、「持ち家」の割合が 98.3％

と他の圏域に比べ も高くなっています。 

 

健康や介護予防に関する講座・教室などに参加したことのある割合が市内で最も

高い。 

一般高齢者では、健康や介護予防に関する講座・教室などに参加したことのある人の割

合が 17.3％と、他の圏域に比べ も高くなっています。 

 

要介護等認定者では、軽度認知障害（ＭＣＩ）リスク該当者の割合が市内で最も

低い。 

要介護等認定者の軽度認知障害リスク該当者の割合について見ると、64.3％で、他の圏

域に比べ も低くなっています。 

 

要介護等認定者では、住民同士の支え合いとして、取り組んでほしいものは、「高

齢者の家を訪問して近況などの話し相手をする」の割合が市内で最も高い。 

要介護等認定者（介護者）が、ボランティアや地域住民同士の支え合いとして、取り組

んでほしいものは、「高齢者の家を訪問して近況などの話し相手をする」が 28.6％と も

高く、他の圏域と比べ も高くなっています。 
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第 3章 高齢者保健福祉施策の課題 
 

1 高齢化の進行～2025 年問題を見据えて～ 

本市の総人口は平成 26 年 4 月 1 日現在 258,241 人となり、うち 65 歳以上の高齢者は

61,664 人、総人口の 23.9％を占めるに至りました。静岡県の高齢化率 25.9％と比べて本

市の高齢化率は低い水準にあるとはいえ、平成 21 年には 20.5％だった高齢化率は 5 年間

で 3.4 ポイント上昇し、今後もその傾向が続くことが予想されます。10 年後には『団塊の

世代』が 75 歳以上となる 2025 年問題を迎える中で、高齢者一人ひとりが、自立して、い

きいきと暮らすための支援を行っていくことが必要です。 

そのために、高齢者一人ひとりの多様なニーズに応える、地域に根ざした事業の展開が

強く求められています。 

 
 
 

2 生きがいづくり活動 

高齢者が生きがいをもっていきいきと暮らせるように、本市ではまちづくりセンターに

おける高齢者学級やスポーツ教室の開催、ボランティアの推進等様々な事業を展開してき

ました。 

多くの人がこれらの活動に参加している一方で、まちづくりセンター講座の参加者は女

性が多くを占め、男性の利用が伸び悩んでいる状況です。計画策定基礎調査によると、男

性は女性以上に趣味活動に関心を持っています。男性が趣味を楽しむ場を提供するために

は、講座の目的を明確にし、多くの人が関心を持てる講座づくりを進めていく必要があり

ます。 

また、高齢者が増加する中でボランティア活動の重要性が高まっています。しかし相談

窓口が十分周知されていないこともあり、ボランティア活動への関心が低下している傾向

が見られます。互いに助け合い豊かな暮らしを送るためにも、ボランティア活動の支援が

必要です。 
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3 保健・医療・介護予防 

高齢期をいきいきと過ごすためには、健康であることが非常に重要です。本市ではこれ

まで高齢者の健康状態の向上のために、健康づくりや疾病予防の啓発、健康講座等の開催、

健診（検診）や地域医療体制の充実等に取り組んできました。しかし、静岡県が独自に算

出している「お達者度」では、本市は県内 35 市町中、男性が 33 位、女性は 31 位です。 

また、健診（検診）の受診率は、着実に上昇しているものの、目標値には届いていない

状況にあります。若い世代から健康づくりへの取組をすすめ、高齢期を健康に過ごすため

には、健康意識の一層の啓発、健診（検診）の受診率の向上、生活習慣病予防のための相

談・教育の充実など、壮中年期からの健康づくりへのアプローチが必要になります。 

さらに、要介護状態になることを予防するために、介護予防教室を開催するほか、様々

な集まり・活動を通して介護予防を実施していくことが必要です。介護予防への関心を高

め、参加につながる取組をしていくことが求められます。 

 
 
 

4 介護サービスや生活支援サービスの提供 

高齢者の暮らしを支えるために、介護保険サービスをはじめ各種生活支援サービスを展

開しています。 

特に、本市では小規模多機能型居宅介護やグループホーム等を重点的に整備し、地域密

着型サービスについては県内でも高水準の整備状況となっています。 

また、認知症の理解を広めるための「認知症サポーターの養成」や、自宅で暮らす高齢

者に食事を届ける「食の自立支援事業」等、高い実績を上げている事業がある一方で、多

くの課題が残っています。 

認知症への取組については、介護を必要とする人の半数以上が認知症を患っている状況

の中で、今後さらに増加していくことが見込まれる認知症高齢者に対応するためには、一

人ひとりの状態に応じた支援の方法を検討していく必要があります。 

計画策定基礎調査によると、本市では半数以上の人が施設でなく自宅で介護を受けるこ

とを望んでいることから、今後在宅で介護を受ける、介護をする人が増加することが予想

されます。このような高齢者やその家族を支えるために、日常生活の支援や家族の支援体

制を整え、必要な人へ周知していくことが強く求められています。 

さらに、介護保険制度を適切かつ持続可能な状態で運営していくためには、制度の適正

な運用や、ケアの質の向上に一層力を入れて取り組んでいく必要があります。 
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5 高齢者の生活環境 

高齢者が安全に安心して暮らすためには、生活環境の整備が必要になります。 

平成 25 年度に策定した富士市都市計画マスタープランでは、今後の人口減少や少子高齢

化等を背景に、集約・連携型の都市構造への転換を掲げています。 

また、国も医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとす

る住民が公共交通により生活利便施設等にアクセスしやすくなるように、福祉や交通など

も含めて都市全体の構造を見直す「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の方針を

明らかにしました。これらの考え方を受けて、長期的視点で高齢者の生活の場を郊外から

中心市街地に移行させる「まちなか居住」や、高齢者の暮らしの足の確保、既存の住宅環

境の有効活用等を進めていく必要があります。計画策定基礎調査の結果では、9 割近くの

高齢者が住み慣れた地域で一戸建てに居住していますが、一方で、より生活環境の整った

住宅への住み替えを望む高齢者も年齢層が若くなるにつれ増加しています。 

今後の高齢者の住まい方については、住み慣れた地域で暮らすための支援を行うととも

に、都市資源の豊富な「まちなか」への住み替えを希望する人のニーズにも対応していく

必要があります。 

また、交通については、本市は元気な高齢者であれば 6割近くの人が自分で車を運転し

て外出しています。そのため公共交通機関の利用はそれほど活発でなく、車を運転できな

くなった場合に外出の手段が大幅に制限されてしまう実態があります。定期的な外出は生

きがいづくりや健康づくりに大きな効果があることも踏まえ、公共交通機関の充実や外出

支援の強化等に努めていく必要があります。 

さらに、世帯状況については、現在高齢者のみ世帯が増加しており、平成 22 年の国勢調

査によると、高齢者のいる世帯の 4 割が高齢者のみ世帯でした。高齢者は犯罪や災害の被

害者になりやすいので、身を守るための情報が行き渡る工夫や、地域での見守り支援を行っ

ていく必要があります。 
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6 地域包括ケア体制の構築について残る課題 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を続けられるように、本市では、平

成 24 年度からスタートした『ふじパワフル 85 計画Ⅲ』に基づき、地域包括ケア体制の構

築に向けた取組を行ってきました。 

地域包括ケア体制の中心的な役割を担い、様々な地域資源をコーディネートする地域包

括支援センターの体制は整いつつありますが、その認知度は４割弱に留まり、介護に係る

情報提供を求める声は依然として強い状況にあります。 

また、地域包括ケア体制は、医療、介護、介護予防、生活支援及び住まいが包括的に提

供される体制であり、その構築に向けた取組は十分とはいえません。地域包括ケアを行う

ために必須である、関係機関の連携については、市内の介護保険事業者の３割が「不足し

ている」と回答しています。 

高齢者一人ひとりが、必要に応じて様々なサービスを切れ目なく利用できる体制を整え

るためには、地域包括支援センターを中心として、相談窓口の周知や必要な情報の提供、

連携の促進等を一層強化していく必要があります。 
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第 4章  基本目標と施策の体系 

 

1 施策の方向性と基本目標 

第 3章にて整理した課題を基に、本計画策定における施策の方向性を示します。 

 

基本目標１：地域で支える体制づくり 

本計画では、地域包括ケア体制の構築を主眼に置き各事業に取り組んでいきます。 

高齢者が要介護状態等になっても地域で生活を続けていくためには、その生活する地域

にある医療・福祉サービス、地域の団体、ボランティア等地域の持つ資源を連携させ活用

し、地域とのつながりを保ちながら、地域全体で支えていく体制を構築することが必要です。 

そのために、支援体制の中心的な役割を担う地域包括支援センターの機能強化や、地域

に存在する資源や課題の把握、必要となる資源の掘り起こしに努めます。併せて、それぞ

れの地域資源が円滑に活用されるよう、情報提供体制の充実及び必要な支援を行っていき

ます。 

 

基本目標２：地域で目指す健康づくり 

高齢期を元気に過ごせるよう、各世代を通した健康づくりを進めるとともに、医療、介

護予防等について一貫したアプローチを目指します。 

健康づくりにおいては、壮中年期の人に対して、職域と連携することで取組を強化して

いきます。 

また高齢者の多くが在宅での生活を望んでいる現状を鑑み、医療が必要になってもでき

るだけ在宅での生活を継続できるよう、在宅医療の充実や医療と介護の連携を進めます。 

介護予防については、現在講座開催場所をまちづくりセンターから公会堂等へと広げて

いることで参加者が増加していることを踏まえ、今後も開催場所の拡大を進め、併せて多

くの人が関心を持てる講座づくりに取り組んでいきます。 

 

基本目標３：安心して生活できる地域づくり 

高齢期を安心して過ごすことができるよう、生活支援サービスの提供や介護保険制度の

適正な運用に努めます。 

今後、在宅高齢者や在宅で介護する家族が増加することが見込まれるため、地域におけ

る相談窓口の周知や必要情報の提供、高齢者のみ世帯や日中独居世帯の見守り等に力を入

れていきます。 

また介護支援専門員や地域包括支援センター、民間業者や地域の人など、関係者が互い

に情報を伝え合い、連携して高齢者を支えることのできる体制づくりを進めます。 

さらに、認知症対応施策を強化します。早期診断と早期対応を目指し、認知症の人がど

の段階でどのような支援を受けられるかを示す「認知症ケアパス」を作成し、市民への普

及を進めていきます。併せて、介護者の主な相談相手である介護支援専門員のスキルアッ

プを行い、認知症対応能力の向上に努めます。 
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基本目標４：社会参加への環境づくり 

高齢期を生きがいをもって過ごすための支援を継続して行っていきます。 

生きがいづくり活動への高い関心を実際の活動につなげていくために、高い実績を挙げ

ている講座についてその理由を分析し、他の事業へ応用していくよう努め、より多くの人

が興味を持てる講座づくりを進めていきます。 

また、超高齢社会においては、「自助」に加えて「互助」の考え方が非常に重要となります。

趣味活動や生きがいづくり活動を通して、他の高齢者の支援を行う活動を模索していき

ます。介護や生活支援が必要な人であっても、自分にできることがあれば困っている人を

助ける、互いに助け合うことのできる地域づくりを目指します。 

 

基本目標５：暮らしやすいまちづくり 

高齢者の暮らしやすいまちづくりを目指し、住居や交通機関等の整備に加え、地域での

安全対策を進めます。 

住居については、低負担かつ介護が必要になっても住み続けることのできる住居が望ま

れています。そのため、市営住宅においてはバリアフリー化等を進めるとともに、高齢者

の住まい方について、相談対応や情報提供を行っていきます。 

交通機関については、高齢者の暮らしの足を確保するために、公共交通ネットワークの

整備や、地域の実情に応じたコミュニティ交通の導入の支援を行っていきます。また公共

交通機関での支援が難しいケースについては、現状の移動支援事業を整理し、適切な移動

手段が提供できるよう検討をしていきます。 

地域の安全対策を進めるためには、地域のネットワークの強化が非常に重要です。 新

の犯罪についての情報や、防災・減災知識、非常時の避難方法等の必要な情報を、地域の

ネットワークを活かし高齢者に届けるとともに、日常時の見守りを強化できるよう、地域

づくりの支援を行っていきます。 

 

2 施策体系の考え方 

本計画においては、地域包括ケア体制の構築が主眼であることから、 初に『地域で支

える体制づくり』を配置します。 

続いて地域包括ケア体制を構成する 5 つの要素、すなわち「医療」「介護予防」「介護」

「生活支援」「住まい」に関する施策について順次配置しています。 

医療と介護予防に係る施策については『地域で目指す健康づくり』、介護や生活支援、生

きがいづくりに係る施策については『安心して生活できる地域づくり』及び『社会参加へ

の環境づくり』、住まい等に係る施策については『高齢者がくらしやすいまちづくり』とし、

地域包括ケアの各要素とそれを連動させる動力部という構成になっています。 



44 

 

3 施策体系図 

基本目標 推進施策 具体的な施策

（１）地域包括支援センターの機能強化

（２）高齢者の見守り支援体制の充実

（１）市民への情報提供

（２）高齢者に必要な情報の集約

（１）地域の活動団体の育成・支援

（２）各種団体活動への支援

（３）ボランティアの育成・支援

（４）地域の社会資源としての人材活用

（１）医療と介護の情報共有の推進

（２）在宅医療関係者と介護関係者との顔の見える関係づくり

（１）健康に対する意識の啓発

（２）地域ぐるみの健康活動の推進

（１）保健サービスの充実

（２）地域医療体制の充実

（１）一次予防事業対象者の介護予防

（２）二次予防事業対象者(健康づくりシニア)の把握

（３）二次予防事業対象者の介護予防

（４）新しい総合事業への移行準備

（１）地域見守り支援体制の推進

（２）早期診断・早期対応の取組

（３）医療と介護のサービス体制の強化

（４）認知症の人と家族への支援

（１）日常生活支援

（２）家族介護者支援

（３）施設の整備・運営

３
安
心
し
て
生
活
で
き
る

地
域
づ
く
り

推進施策３－１
認知症施策の推進

推進施策３－２
在宅高齢者への支援

１
　
地
域
で
支
え
る
体
制
づ
く
り

推進施策1－１
地域のネットワークの強化

推進施策1－２
情報提供体制の充実

推進施策１－３
地域“力”の活用と育成

推進施策１-４
医療と介護の連携

２
　
地
域
で
目
指
す
健
康
づ
く
り

推進施策２－１
生涯にわたる心身の健康づ
くり

推進施策２－２
保健・医療の充実

推進施策２－３
介護予防の推進
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基本目標 推進施策 具体的な施策

（１）介護保険サービスの基盤整備

（２）正確・公平な要介護認定

（３）介護給付の適正化

（４）介護報酬請求の適正化

（５）ケアの質の向上に向けた取組への支援

（１）高齢者虐待の防止

（２）成年後見制度の普及・利用支援

（３）日常生活自立支援事業

（１）生涯学習支援

（２）世代間交流の推進

（３）思いやりの心の醸成

（１）高齢者が安心して生活できる住宅の整備

（２）高齢者等が外出しやすい環境の整備

（１）防災・防火対策の推進

（２）防犯対策の推進

（３）交通安全の推進

（４）救急時における対応力の向上

推進施策６－１　計画の実施及び進捗状況の把握

推進施策６－２　計画を推進するための調査研究

推進施策４－１
生きがいづくり

５
　
暮
ら
し
や
す
い

ま
ち
づ
く
り

推進施策５－１
住居・生活環境の整備

推進施策５－２
安心して暮らせる環境の整
備

４
社
会
参
加
へ
の

環
境
づ
く
り

６
推
進
体
制

の
充
実

３
　
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
づ
く
り

推進施策３－３
介護保険サービスの環境整
備

推進施策３－４
人権の尊重と支援

推進施策３－５　介護人材の確保
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具体的な施策 事業名

①地域包括支援センターの整備

②地域包括支援センターの機能強化

③地域包括支援センター運営協議会の開催

④地域包括ケア会議の充実

①高齢者見守り支援ネットワークの構築　

②民間事業者との見守り協力体制の構築　

③民生委員児童委員の支援

④26地区福祉推進会活動の支援

⑤ＮＰＯ法人など市民活動団体との協働

（１）地域包括支援センターの機能強化

（２）高齢者の見守り支援体制の充実

第 5章 基本目標を達成するための分野別施策 

 

1 地域で支える体制づくり 

 推進施策１－１ 地域のネットワークの強化  

高齢者が住み慣れた地域で生活が継続できるよう、高齢者の状況に応じて、医療、介護

サービスのみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスを継続的かつ包括的

に提供できる体制を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

 

市内 8つの日常生活圏域で生活する高齢者への支援体制強化に向けて、地域包括支援セ

ンターの機能強化を推進します。 

そのために、日常生活圏域ごとに地域包括支援センターを整備し、機能の強化を図ると

ともに、地域包括支援センター運営協議会の定期的な開催による関係機関の連携強化に努

めます。 
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①地域包括支援センターの整備             【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

平成 28 年 4 月には富士川地区に地域包括支援センターを開所し、日常生活圏域ごとに

１か所の地域包括支援センターの整備を完了します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

地域包括支援センター数 8 か所 8 か所 8か所 8か所 9か所 9 か所

高齢者地域支援窓

口の設置数 
7 か所 5 か所 5か所 5か所 5か所 5 か所

 

【今後の方向性】 

国では、各中学校区に 1 か所の地域包括支援センターの配置を推奨していますが、本

市の状況を鑑み地域包括支援センター数については現状維持とします。また、困難ケー

スには複数職員での対応が望ましいこと、家庭訪問など地域に出向く機会が多いことを

考慮し、職員体制の充実を図ります。 

地域包括支援センターの総合相談業務の一部を担う、高齢者地域支援窓口については、

地域包括支援センターへの移行に伴い、設置数が減っています。今後、地域包括支援セ

ンターの業務拡大が見込まれる中で、総合相談業務以外での高齢者地域支援窓口との役

割分担、業務連携について検討します。 

 

 

②地域包括支援センターの機能強化           【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

新総合事業への移行や認知症施策の強化を目指し、職員数の増加を検討します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

地域包括支援セン

ター職員数 
45 人 43 人 44 人 44 人 58 人 58 人

 

【今後の方向性】 

地域包括支援センターは、相談に早急に対応することが期待されているほか、地域包

括ケア体制の実現に向けて地域の 前線に立つ中核的な機関としてますますその役割が

大きくなるため、業務量に応じた適正な人員配置が必要です。また、高齢者だけでなく

障害者の相談も増加していること、困難ケースには複数職員の対応が必要なこと、家庭

訪問等地域に出向く機会が多いこと等を踏まえ、状況に応じて職員体制の充実を進め

ます。 
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③地域包括支援センター運営協議会の開催        【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

地域包括支援センターの運営について地域包括支援センター運営協議会から評価・提

言を受け、地域包括支援センターの適切、効果的な運営の確保を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

運営協議会開催数 2 回 2 回 2 回 4回 4回 4 回

 

【今後の方向性】 

「在宅医療・介護の連携」「認知症施策の推進」「介護予防・生活支援サービス基盤の

充実」などに取り組んでいく中で、地域包括支援センターの役割が重くなっていくこと

に伴い、人員体制の強化、センター間の役割分担、関係機関との連携について協議します。 

 

 

④地域ケア会議の充実                 【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

高齢者の具体的支援、地域課題等について、地域包括支援センターが主催し、介護支

援専門員、医療関係者、民生委員、地域の関係者等、多職種による検討を行う地域ケア

会議を実施しています。 

地域課題の抽出や、地域のネットワーク形成に向けて地域ケア会議を充実させます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 43 回 42 回 50 回 50 回 55 回 55 回

 

【今後の方向性】 

地域ケア会議で出された課題の解決に向けた地域包括ケアネットワーク会議の開催を

目指します。 
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（２）高齢者の見守り支援体制の充実 

地域で生活する高齢者を見守り支援するため、地域で活動する人材の育成や、地域で活

動する各種団体との協力体制の構築に努めます。 

 

①高齢者見守り支援ネットワークの構築         【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

地域包括支援センターが中心となり、地域のひとり暮らし高齢者や日中ひとり暮らし

となる高齢者、認知症高齢者等の見守りネットワークの構築に取り組みます。併せて、

各々の関係機関同士の結びつきの強化を目指します。 

 

【目標】 

項  目 
目標値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見守り支援ネットワーク構築累計数 8 地区 16 地区 26 地区 

 

【今後の方向性】 

日常的な見守り、生活支援活動が可能な、地域の特性を踏まえた効果的なネットワー

クを構築します。 

 

 

②民間事業者との見守り協力体制の構築        【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

市内に展開する事業者に協力を呼びかけ、連携を拡大し、幅広く密度の濃い協力体制

を構築します。具体的には、新聞配達や郵便配達等、高齢者宅を訪問する機会の多い民

間事業者の協力を得て、事業者が訪問する市内全域の高齢者等に対し、市と事業者との

協定締結等により業務中のさりげない気づきによる見守りを実施します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

協定締結事業者業

種数累計 
4 業種 5 業種 8業種 10 業種 12 業種 14 業種

 

【今後の方向性】 

見守りの体制の強化を図るため、より多くの業種と協定等の締結を目指します。 
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③民生委員児童委員の支援                 【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

今後も、民生委員児童委員の活動を支援し、地域のニーズを把握していくことで、き

め細やかな福祉活動を推進していきます。 

 

【今後の方向性】 

期待される役割の変化に柔軟に対応し、円滑に福祉活動を遂行するために、各種研修

会等を通じて必要な知識を身につけてもらい、また必要な情報を適宜提供していくこと

で、民生委員児童委員が活動しやすい環境づくりへの支援を継続していきます。 

 

 

④26 地区福祉推進会活動の支援            【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

各地区の福祉推進会が主体となり、地域で見守りが必要なひとり暮らし高齢者などに

対して、見守りやそれにつながる活動の実施及び行事の開催を支援します。 

既に見守り活動を展開している地区との積極的な交流を推進する中で、各地区の実情

に合ったシステムを、富士市社会福祉協議会計画活動の各地区の目標に沿って推進でき

るよう支援していきます。 

 

【実績・目標】           ※次期地域福祉計画策定に伴い変更される場合があります。 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

地区数 － － 7 地区 8地区 9地区 10 地区

 

【今後の方向性】 

全地区において、地域の実情に合った住民参加型の見守り活動を展開していけるよう、

支援をしていきます。 

 

⑤ＮＰＯ法人など市民活動団体との協働           【担当：市民協働課】 

【事業概要】 

市民活動団体との協働の環境整備を進め、市民活動の活性化を図ります。また、市民

活動センターでの相談業務や情報発信を充実させ、市民活動団体による高齢者支援を推

進していきます。 

 

【今後の方向性】 

市民活動センターは、今後も市民活動を促進するために、ミーティングスペースの提

供、市民活動促進のための相談業務、市民活動団体の能力向上のための講座の開催、印

刷サービスの提供などを行い、様々な社会的課題を解決するために活動している市民活

動団体を支援していきます。 
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具体的な施策 事業名

①介護保険・高齢者福祉のパンフレット作成

②介護保険課ウェブサイトの充実

③市政いきいき講座等の開催

（２）高齢者に必要な情報の集約 ①高齢者向け情報の集約

（１）市民への情報提供

推進施策１－２ 情報提供体制の充実  

高齢者やその家族が良好な生活を送れるよう、パンフレットやウェブサイト、広報紙等

での情報提供の充実、福祉に対する理解促進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市民への情報提供 

 

①介護保険・高齢者福祉のパンフレット作成         【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

高齢者行政に係る「いきいき高齢者ガイド」、市内全介護保険事業所を掲載する「介

護保険事業者ガイドブック」、介護保険制度をわかりやすく伝えるパンフレットを作成

します。「いきいき高齢者ガイド」については 65 歳到達者全員へ送付します。 

情報が分かりやすく伝わるよう、随時内容の見直しや、配布方法の工夫を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

「いきいき高齢者ガ

イド」配布冊数 
12,000 冊 11,500 冊 11,500 冊 11,500 冊 11,750 冊 12,000 冊

「介護保険事業者ガ

イドブック」 

配布冊数 

3,000 冊 3,500 冊 3,000 冊 2,900 冊 2,800 冊 2,700 冊

介護保険制度パンフ

レット配布部数 
6,000 部 9,000 部 3,000 部 5,000 部 2,500 部 2,500 部

 

【今後の方向性】 

支援を必要とする高齢者及び支援を行う人が、速やかに必要な情報を入手し、活用す

ることができるよう、情報提供の方法について検討を行い、趣旨普及をより効果的に進

めるための工夫を行っていきます。 

 

 

②介護保険課ウェブサイトの充実              【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

主に市内の入所施設について、利用状況や空室状況等の情報を、毎月更新して富士市

ウェブサイトに掲載します。また、今後開設される予定の入所施設等についても富士市

ウェブサイトで情報提供を行います。 
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【今後の方向性】 

インターネットを主な情報収集媒体とする高齢者が増加することが見込まれるため、

よりニーズの高い情報の把握に努め、掲載情報の充実を図ります。 

 

 

③市政いきいき講座等の開催                 【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

希望者の申請を受けて、市政いきいき講座を開催します。直接、市職員が出向き、介

護保険制度等についての理解を深めるための情報を提供していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

市政いきいき講座等 

開催数 
34 回 2 回 2 回 40 回 15 回 15 回

 

【今後の方向性】 

より多くの人に情報を提供していくために、講座の開催を働きかけていきます。また、

関係各課と連携し、高齢者の関心の高い内容を組み合わせた講座の開催についても検討

していきます。 

 

 

（２）高齢者に必要な情報の集約 

 

①高齢者向け情報の集約                【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

高齢者に必要な情報は、医療情報・介護予防情報・認知症情報・災害対策情報・年金

情報・詐欺等犯罪情報等、様々な分野にわたります。 

これらの情報を、高齢者がおかれている様々な状況に対応できるよう、効果的に発信

できるような仕組みづくりについて検討していきます。 

 

【今後の方向性】 

長期的には、民生委員児童委員や高齢者見守りネットワーク等の要援護者を支援する

人も情報提供ネットワークの役割を担えるような体制づくりにつなげていきます。 
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具体的な施策 事業名

（１）地域の活動団体の育成・支援 ①26地区福祉推進会の研修会開催

①社会福祉センター事業

②悠容クラブの育成と活動助成

③ふれあい・いきいきサロンの活動支援

①ボランティア入門講座の開催

②高齢者ボランティアの育成と活動支援

③ボランティア活動相談事業

④いきがいセカンドライフ開拓・参加促進事業

⑤高齢者就労・就業促進事業の支援　

①シルバー人材センターの活用促進

②企業ＯＢ人材マッチング事業

③地区福祉推進会活動への参加促進

④車いす移送サービスへの高齢者のボランティア活用

（２）各種団体活動への支援

（３）ボランティアの育成・支援

（４）地域の社会資源としての人材活用

 推進施策１－３ 地域“力”の活用と育成  

地域で高齢者を支援する地区福祉推進会や地域で自主活動を行う各種団体の人材の育成、

活動支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域の活動団体の育成・支援 

 

①26 地区福祉推進会の研修会開催             【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

地域福祉推進を主たる活動としている地区福祉推進会にとって、地域の各関係団体及

び行政や専門機関との連携は必要不可欠です。地区福祉推進会連絡会や各ブロック会議

等において、研修会や学習会の場を設け、活動の底上げが図られるよう、協力体制を構

築していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ブロック数 － － 6ブロック 6ブロック 6ブロック 6ブロック

※次期地域福祉計画策定に伴い変更される場合があります 

【今後の方向性】 

現在、地区福祉推進会が抱える人材発掘、育成面での課題は、まちづくり協議会の今

後の活動にも大きく関係してくると予測されます。そのため、研修や活動等を通じ、現

在の地域福祉の担い手の底上げを図りながら、技能や人脈を持った新たな福祉人材の発

掘・育成を目指します。 
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（２）各種団体活動への支援 

地域で活動する各種団体がより一層充実した活動を行えるよう、機会の提供や活動の支

援を推進します。 

そのために、市内各地で活動している悠容クラブの活動支援、高齢者の生きがいづくり

や健康づくりに向けた取組への支援、高齢者や障害者の交流機会の拡大に向けたふれあ

い・いきいきサロンの設置・活動支援、各種活動団体の活動を支援するための補償制度の

普及・啓発を行います。 

 

①社会福祉センター事業                   【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

高齢者の知識や経験を生かした生きがいと健康づくりのための活動を支援するため、

交流の場として社会福祉センターの運営を行うものです。 

自主事業の充実を図るとともに、老朽箇所の適宜適切な修繕管理を行うことにより、

利用者の増加と利便性の向上を図っていきます。 

 

【今後の方向性】 

引き続き、自主事業の充実と老朽箇所の適宜適切な修繕管理を行い、利用者の増加と

利便性の向上を図ることにより、元気な高齢者の居場所としての存在価値をさらに高め

ていきます。 

なお、今後、施設の老朽化により大規模な修繕や改築が必要になった際には、施設の

あり方について検討をしていきます。 

 

 

②悠容クラブの育成と活動助成                【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

市内各地域で生活する高齢者によって構成されている悠容クラブを対象に、参加の促

進、教養講座や健康づくり、レクリエーション、社会奉仕等の活動の助成を行うものです。 

スポーツ活動や文化活動、地域貢献活動等を通じて、生きがいづくりや、健康づくり

に努めていくほか、友愛活動により、高齢者同士のつながりや助け合いを強化していき

ます。 

 

【今後の方向性】 

高齢者人口が増えている一方で、悠容クラブへの参加率は低下する傾向にあります。

活動を充実させるため、会員数の増加に努めていきます。 

 

 

③ふれあい・いきいきサロンの活動支援          【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

参加者が身近な地域のふれあい・いきいきサロンに通えるように、全町内（区）での

サロン設置に向けて、ボランティア育成のための講演会や養成研修を行うなどの働きか
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けを行っていくとともに、各サロンが地区福祉推進会との協力関係を持てるよう支援を

していきます。 

【実績・目標】               

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ふれあい・いきいき 

サロン設置数 
129 件 136 件 150 件 155 件 160 件 165 件

※次期地域福祉計画策定に伴い変更される場合があります 

 

【今後の方向性】 

高齢者が増加することが想定されるため、生きがい創出・閉じこもりや認知症防止等

の観点から、ふれあい・いきいきサロンが果たす役割は大きくなっています。そこで、

参加者が身近な地域のふれあい・いきいきサロンに通えるように、全町内（区）でのサ

ロン設置に向けて、引き続きボランティア育成のための講演会や養成研修を行うなどの

働きかけや、新たな取組を考え、実施していきます。 

 

 

（３）ボランティアの育成・支援 

高齢者の地域活動の一環として、ボランティア活動への参加を支援します。 

そのために、高齢者の経験を活かせるボランティア活動の機会の提供、生きがいづくり

の視点からのボランティア活動の促進、セカンドライフの過ごし方や活かし方の支援を行

います。 

 

①ボランティア入門講座の開催              【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

ボランティア活動未経験者が関心を持てるよう、ボランティアという概念だけにこだ

わらず、日常生活など受講者の身近な活動に役立つ講座を企画します。その中でボラン

ティア活動に結びつく部分も提供できるよう、内容を検討していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

入門講座開催日数 1 日間 1 日間 1日間 1日間 1日間 1 日間

延参加者数 77 人 102 人 約 70 人 120 人 120 人 120 人

※次期地域福祉計画策定に伴い変更される場合があります 

【今後の方向性】 

「高齢者が高齢者を支える」ことが日常化される社会を見据え、団塊の世代を中心と

した支える側の人に対しての啓発が必要です。団塊の世代も関心が持てるような内容の

講座を検討・実施していきます。 
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②高齢者ボランティアの育成と活動支援          【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

家具固定ボランティアに関しては毎月コンスタントに依頼や相談が寄せられており、

引き続き活動の担い手を確保していくことが重要であるため、家具固定ボランティア講

座を事業規模は維持したまま継続実施していきます。 

また、修了者で構成するボランティアグループの「家具やしめ隊」のメンバーが必要

に応じて市や地域包括支援センター、民生委員等へつなぐことができるようグループ内

の研修にも力を入れていきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

講座開催日数 3 日間 3 日間 3日間 3日間 3日間 3 日間

延参加者数 53 人 59 人 60 人 60 人 60 人 60 人

※次期地域福祉計画策定に伴い変更される場合があります 

【今後の方向性】 

東海・東南海・南海トラフ地震等が警戒されている中、家具固定活動は防災・減災活

動の一環として継続した取組が必要であり、その中で高齢者が高齢者を支える仕組みも

含めた活動として、多くの人（特に男性）を巻き込んでいくことが必要です。 

固定後のフォローアップ活動をする中で、必要に応じ防災だけでなく介護や医療など

の情報を提供できるよう関係機関との連携を図ります。 

また、リーダー養成等、受講終了後の担い手に対するフォローアップ研修の実施も検

討していきます。 

 

 

③ボランティアの活動相談事業              【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

対象者となりうる高齢者へのボランティアセンターの周知が必要です。そのために、

富士市セカンドライフ相談室等との連携を図り、勤労者や 50 歳以上の市民への啓発を図

ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ボランティア相談件数 50 件 77 件 96 件 110 件 130 件 150 件

 

【今後の方向性】 

職歴の中で身につけた技能を活かせる活動の場を開発していくとともに、元気高齢者

が気軽に参加できるボランティア活動の実現を図っていきます。 
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④いきがいセカンドライフ開拓・参加促進事業         【担当：市民協働課】 

【事業概要】 

セカンドライフ相談室の開設と運営を中心に、市内事業所との連携による啓発活動、

本事業周知のための各種広報活動を行っています。今後も中高年世代が、地域社会の一

員として社会参画を続けながら、生きがいのあるセカンドライフを過ごすための支援を

継続します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

セカンドライフ相談室相談数 233 人 252 人 260 人 260 人 260 人 260 人

 

【今後の方向性】 

本事業は、団塊の世代の人々や退職した人々を市民活動団体等の紹介を行う主な対象

としているため、今後も事業の対象者が増加していくと考えます。これからもプロポー

ザル形式によりセカンドライフ相談室運営事業者を選定し、 も効果的に事業を実施で

きるものに事業を委託します。また、市民の関心を高めるために、広報ふじでの特集ペ

ージでの紹介や文書配布を利用したセカンドライフリーフレットの回覧や世帯配布を

行っていきます。 

 

 

⑤高齢者就労・就業促進事業の支援              【担当：商業労政課】 

【事業概要】 

静岡県シルバー人材センター連合会によりシニアワークプログラム事業を支援します。 

 

【今後の方向性】 

静岡県連合会は、シニアワークプログラム事業の内容を充実させ、高齢者のニーズに

合わせた講座やセミナーを開催しています。市としては、講習会の会場確保や情報紙「ゆ

とり」による情報提供等、積極的に協力していきます。また講座参加を通して取得した

技能を、 終的に労働力として社会に還元できるよう支援をしていきます。 
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（４）地域の社会資源としての人材活用 

高齢者が地域社会の中で現役の人材として活躍できるよう、高齢者が活躍できる場の提

供、高齢者の経験・知識を活用するための企業と OB のマッチング事業の推進に努めます。 

 

①シルバー人材センターの活用促進              【担当：商業労政課】 

【事業概要】 

シルバー人材センターの活動を「広報ふじ」「ゆとり」等の情報紙で紹介し、シルバー人

材センターの会員数及び受注数を拡大していきます。 

 

 

②企業ＯＢ人材マッチング事業                【担当：産業政策課】 

【事業概要】 

現在、富士商工会議所が実施する OB 人材活用事業に対し、負担金を交付しています。

将来的な事業のあり方については、今後、次期工業振興ビジョン策定作業等の中で検討す

る予定です。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

マッチング件数 

（累計） 
64 件 95 件 121 件 130 件

次期工業振興ビジョン 

にて目標設定 

※H23 からの累計 

【今後の方向性】 

定年延長など、社会的環境の変化を注視していきます。 

 

 

③地区福祉推進会活動への参加促進            【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

地区福祉推進会に対して、高齢者を支援対象者としてだけではなく、これまで培って

きた技能や人脈を活かしながら、福祉活動の担い手として主体的に参加していけるよう、

取組を行っていきます。 

 

【今後の方向性】 

高齢者の技能や人脈を活かしつつ、興味や関心が持てるような活動や新たにチャレン

ジできそうな活動についても、状況把握しながら開発していきます。 
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④車いす移送サービスへの高齢者のボランティア活用     【担当：障害福祉課】 

【事業概要】 

車いす利用者の通院等を支援するため、高齢者ボランティアなどの運転するリフトつ

きワゴン車を運行します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

車いすボランティア

稼動数 
29 人 33 人 35 人 38 人 39 人 40 人

 

【今後の方向性】 

車いす移送サービスボランティアが生きがいや社会貢献の場となることを周知し、多

くの高齢者がボランティアとして活躍できるよう努めるとともに、車いす利用者の外出

支援の拡充を図ります。 
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 推進施策１－４ 在宅医療と介護の連携  

75 歳以上の高齢者の増加に伴い、医療と介護の両方を必要とする人が増えるため、これ

まで以上に医療と介護の連携を推進します。 

具体的な施策 事業名

（１）医療と介護の情報共有の推進 ①在宅医療・介護サービスの情報の共有支援

①医療関係者・介護関係者の研修の実施

②医師と地域包括支援センターとの連携の強化

（２）在宅医療関係者と介護関係者の
  　　 顔の見える関係づくり

（３）在宅医療についての市民への啓発
 

 

（１）医療と介護の情報共有の推進 

医療と介護の両方を必要とする人が、円滑にサービスを利用できるよう、医療関係職種

と介護支援専門員、介護関係職種の多職種間での情報共有を推進します。 

 

①在宅医療・介護サービスの情報の共有支援      【担当：高齢者介護支援課】 

在宅医療と介護の連携は、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応等、様々な場面

で求められています。退院時、医療機関から在宅で高齢者を支援する介護職への情報提

供の方法、日常の療養におけるかかりつけ医と介護従事者との具体的・効果的な情報共

有のあり方などについて検討し、標準化に努めます。 

 

 

（２）在宅医療関係者と介護関係者の顔の見える関係づくり 

医療・介護を通じた切れ目のない円滑なサービス利用を実現するためには、医療・介護

関係者が日常的に連携し、利用者の状況に臨機応変に対応できる関係を構築する必要があ

ります。 

 

①医療関係者・介護関係者の研修の実施         【担当：高齢者介護支援課】 

医療と介護に携わる多職種が一堂に会する研修会や講演会を開催します。 

 

 

②医師と地域包括支援センターとの連携の強化      【担当：高齢者介護支援課】 

地域包括支援センターが主催する地域ケア会議や、多職種によるカンファレンス会議

などへの医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーション専門職など医療職の参

加を推進します。 

 

 

（３）在宅医療についての市民への啓発 

高齢期に病気にかかったとき、どのような医療を受けるのか、どこで 期を迎えるのか、

一人ひとりが自分の意思で選択ができるよう、在宅医療でできること、入院医療との違い

など、在宅医療に関する情報を講演会、リーフレットなどを通じて提供し、啓発します。 
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具体的な施策 事業名

①中央病院　出前講座

②健康意識の啓発事業

③食育推進会議の開催

（２）地域ぐるみの健康活動の推進
①推進員の育成と活動支援
（健康推進員・食生活推進員）

（１）健康に対する意識の啓発

2 地域で目指す健康づくり 

 推進施策２－１ 生涯にわたる心身の健康づくり  

市民に対して、若年期からの健康意識の向上に向けた啓発活動を推進します。また、高

齢者に対しても、医療、保健両面の意識の向上、地域における健康活動を推進します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（１）健康に対する意識の啓発 

 

①中央病院 出前講座                    【担当：病院経営課】 

【事業概要】 

市民の健康意識の向上を図るため、中央病院職員が地域に出向いて、それぞれの持つ

専門的知識・技術などを紹介しています。今後も、幅広い講座メニューを用意し、医療・

健康に関する情報の発信を継続していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

講座開催回数 42 回 52 回 50 回 50 回 50 回 50 回

参加者 2,377 人 2,369 人 2,000 人 2,000 人 2,000 人 2,000 人

 

【今後の方向性】 

既に、様々なメニューで医療・健康についての情報発信をしていますが、病気･けがの

予防についての知識を広めるなど、聴講者のニーズや年齢構成に配慮した講座内容とし

ていきます。 

 

 

②健康意識の啓発事業                    【担当：健康対策課】 

【事業概要】 

健康づくりの必要性を理解している人をふやすため、講演会や健康まつりなどのイベ

ントを市民と協働で開催します。またポイント制度を実施し、市民の健康への意識を高

めます。 
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【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

健康に関する講演会 

イベント活動参加者数
11,429 人 11,421 人 11,500 人 12,000 人 12,000 人 12,000 人

 

【今後の方向性】 

「健康ふじ 21 計画Ⅱ」に基づき、各種啓発事業を実施していきます。ポイント制度等

により、市民の健康づくりや疾病予防のための生活習慣改善の取組と、積極的な社会参

加を促していきます。 

 

 

③食育推進会儀の開催                    【担当：保健医療課】 

【事業概要】 

食育推進会議の開催により、「第 2次富士山おむすび計画」に基づくライフステージご

との食育の取組について検討を行うとともに、関係課との連携により食育の推進を図っ

ていきます。 

 

【今後の方向性】 

進展する超高齢社会を見据えて、本市における高齢者の食生活に関する意識の向上等、

高齢者の食育にどのように取り組むべきか、今後も検討していきます。 
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（２）地域ぐるみの健康活動の推進 

地域社会において、住民の健康維持・増進を支援するために、健康推進員や食生活推進

員等の育成、活動支援を行います。 

 

①推進員の育成と活動支援（健康推進員・食生活推進員）    【担当：健康対策課】 

【事業概要】 

「健康ふじ 21 計画Ⅱ」推進のため、地域の健康づくりの実践者として、健康推進員を

委嘱し、研修を実施していきます。また、健康推進員、食生活推進員による健康づくり

活動を支援します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

健康推進員数 360 人 351 人 351 人 350 人 350 人 350 人

食生活推進員数 73 人 74 人 76 人 77 人 78 人 79 人

 

 

【今後の方向性】 

健康推進員の研修を充実させ、推進員自らの健康づくり、生活習慣改善ができるよう

に支援していきます。また、地区の関係団体と、連携・協働して健康づくり活動を進め

ていきます。食生活推進員活動を支援するために、研修会を実施します。また、活動推

進のため、推進員の増員を図ります。 
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 推進施策２－２ 保健・医療の充実  

市民の病気の早期発見、健康維持のために健診をはじめとした保健サービスの充実・強

化を推進します。また、地域での医療体制の充実・連携強化を推進します。 

具体的な施策 事業名

①特定健康診査・特定保健指導の実施

②後期高齢者の健康診査

③保健事業　ア．健康教育

③保健事業　イ．健康相談

③保健事業　ウ．がん検診等

③保健事業　エ．歯周疾患健診

③保健事業　オ．訪問指導

④高齢者の予防接種　

①病院・診療所連携の充実　

②救急医療体制の充実

③かかりつけ医をもつことの啓発

（２）地域医療体制の充実

（１）保健サービスの充実

 
 

（１）保健サービスの充実 

市民の健康状態の維持・増進に向けた、保健サービスの提供・利用促進に努めます。 

そのために、健診の実施、健康教育、健康相談、感染症の抑制に向けた高齢者の予防接

種を行います。 

 

①特定健康診査・特定保健指導の実施             【担当：国保年金課】 

【事業概要】 

生活習慣病の発症や重症化を予防するため、40 歳から 74 歳までの国民健康保険被保

険者を対象に、特定健診を実施します。結果から、健康の保持に努める必要がある人に

特定保健指導を実施します。 

実施率向上のために、日程・会場等を工夫して受診機会を増やし、実施機関と連携し

て質の向上を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

特定健康診査実施率 30.3% 31.5% 35.0% 46% 53% 60%

特定保健指導実施率 38.4% 30.4% 40.0% 50% 55% 60%
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【今後の方向性】 

特定健診を受診する時、利便性を考慮してがん検診を同時に受診できる体制を整え

ます。社会保険脱退により国民健康保険へ加入した本人や家族の受診率が低下する傾向

があるため、つなぎ対策を推進します。 

また、健診結果を踏まえ、よりきめ細かい、被保険者の特性に応じた保健指導を実施

します。 

 

②後期高齢者の健康診査                   【担当：国保年金課】 

【事業概要】 

後期高齢者医療被保険者を対象とし、富士市 84 医療機関、富士宮市 48 医療機関で健

康診査を実施しています。健診の開始時期については、現状の 6月 1 日から早めていく

予定です。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

健康診査受診者数 5,594 人 6,170 人 6,200 人 6,400 人 6,600 人 6,800 人

 

【今後の方向性】 

被保険者の増加や特性を踏まえて、人間ドック助成事業等を含めた保健事業を効果的

かつ効率的に推進します。 

 

 

③保健事業 

ア．健康教育                       【担当：健康対策課】 

【事業概要】 

健康増進や疾病予防のため、正しい知識の普及と啓発を行い、市民の健康の保持・増

進を図ります。具体的には、生活習慣病予防のための講演会、食生活や運動の講座など、

健康教育を実施します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 235 回 215 回 210 回 220 回 220 回 220 回

 

【今後の方向性】 

「健康ふじ 21 計画Ⅱ」に基づき、計画的に健康増進・疾病予防の健康教育を推進します。 

悪性新生物や循環器疾患などの生活習慣病、要介護状態となる原因の運動器の障害（ロ 

コモティブシンドローム）等について予防対策や重症化予防対策に努めていきます。 
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イ．健康相談                       【担当：健康対策課】 

【事業概要】 

心身の健康に関する個別相談を行うことにより、市民の生涯を通じた健康な生活を支

援します。具体的には、生活習慣病など病気の予防や重症化予防のための健康相談、栄

養相談、骨粗鬆症予防のための骨量測定と健康相談、こころの健康に関する相談などを

行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 530 回 556 回 550 回 550 回 550 回 550 回

 

【今後の方向性】 

市民の健康づくりを支援していくため、各種健康相談事業を継続して実施していき

ます。生活習慣病の予防や重症化予防のために、必要な事業を効果的に推進できるよう

取り組んでいきます。 

 

 

ウ.がん検診等                       【担当：健康対策課】 

【事業概要】 

受診勧奨方法を見直し、対象者が受診可能な検診を確認できる「共通受診券」を発行

し、がん検診を啓発していきます。また、検診を受けやすくするため、セット検診や休

日検診等を拡充し、検診体制の整備に取り組んでいきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

がん検診受診率 

（胃・大腸・肺・子

宮・乳・前立腺がん

検診の平均） 

25.5% 25.8% 26.9% 28.0% 29.0% 30.0%

大腸がん検診受診率 23.7% 25.3% 27.0% 28.0% 28.5% 29.0%

 

【今後の方向性】 

高齢者の増加に伴い、健康寿命を延ばすための予防対策がより重要となります。近年、

がんの発生とウイルスや菌の感染症の関連が明らかにされているものもあり、発生予防

の観点に立ったがん検診が実施されています。より多くの市民が有効ながん検診を受診

できるよう、情報提供、検診体制、受診勧奨のあり方を工夫し取り組んでいきます。 
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エ.歯周疾患検診                      【担当：健康対策課】 

【事業概要】 

中高年期以降における歯の喪失を予防し、食べる楽しみを生涯持ち続けられるよう

にするため、40 歳、50 歳、60 歳、70 歳年度到達者に歯周疾患検診と口腔衛生指導を行

います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

受診者数 763 人 699 人 700 人 650 人 660 人 750 人

 

【今後の方向性】 

8020（ハチマルニイマル運動：生涯自分の歯で何でも食べられるように、80 歳で 20

本以上の自歯を保つことを目標とした運動）を目指し、定期的に歯科健診を受ける人を

増やすため、歯周疾患検診の実施方法等を検討していきます。 

 

 

オ.訪問指導                        【担当：健康対策課】 

【事業概要】 

健康の保持増進と心身の機能低下防止を図るため、40 歳以上の市民に対し、生活習慣

病の予防に関する指導など、健康管理上必要な人に、保健師・管理栄養士が訪問指導を

行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

受診者数 130 人 57 人 150 人 150 人 150 人 150 人

 

【今後の方向性】 

継続して実施していきます。また慢性腎臓病や糖尿病などの生活習慣病の予防や重症

化予防のための対策を進めていきます。 
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④高齢者の予防接種                     【担当：健康対策課】 

【事業概要】 

高齢者の呼吸器感染症の重症化を予防するため、インフルエンザ予防接種、肺炎球菌

ワクチン予防接種を勧め、健康増進に寄与します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

インフルエンザワク

チン接種者数 
28,406 人 29,979 人 30,000 人 30,000 人 30,000 人 30,000 人

肺炎球菌ワクチン接

種者数 
1,382 人 2,357 人 4,500 人 5,200 人 5,500 人 6,000 人

 

【今後の方向性】 

定期接種を勧奨し、接種率の向上を図るとともに、高齢者の呼吸器疾患のり患状況や

肺炎による死亡状況の動向を調査し、減少に向けて対策を進めます。 

 

 

 

（２）地域医療体制の充実 

高齢者の健康を支える基盤として、市内の医療機関の体制強化、高齢者と医療機関の結

びつきの強化を推進します。そのために、中央病院と市内診療所との連携の充実、かかり

つけ医の推奨を行います。 

 

①病院・診療所連携の充実              【担当：保健医療課・医事課】 

【事業概要】 

地域の医療機関相互の連携を推進し、限られた医療資源を有効活用することにより地

域医療の充実を図ります。中央病院は、急性期医療を担う地域の基幹病院として診療所

等との役割を分担し、病診連携の一層の推進を図り、地域医療支援病院の承認を目指し

ます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

中央病院紹介率・ 

逆紹介率 

55.5%・

37.2% 

62.9%・

39.9%

65.0%・

40.0%

65.0%・

40.0%

65.0%・ 

40.0% 

65.0%・

40.0%

 

【今後の方向性】 

医療機関の機能分化、明確化、強化を進め、地域連携のさらなる推進に努めます。 
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②救急医療体制の充実                    【担当：保健医療課】 

【事業概要】 

内科、小児科、外科については、救急医療センターにて夜間、土日、祝休日、年末年

始の救急対応を行います。産婦人科・眼科・耳鼻科は当番制で救急対応を行います。歯

科は歯科医師会館にて、日・祝休日、年末年始の救急対応を行います。 

 

【今後の方向性】 

救急医療センターにおける患者数のうち、70 歳以上の高齢者が占める割合が、近年、

内科・外科ともに増加傾向にあります。今後、高齢者の割合はさらに上昇することが想

定されるため、案内板の工夫、車椅子の追加整備など高齢者が受診しやすい環境づくり

を整えていきます。また、急病患者以外で受診しているケースも見受けられるため、高

齢者及びその家族に対し、かかりつけ医の受診や服薬の管理を周知・啓発するなどによ

り、急病化を防ぎ、救急医療センターの適正利用につなげていきます。 

 

 

③かかりつけ医をもつことの啓発   【担当：保健医療課・健康対策課・国保年金課】 

                       【担当：高齢者介護支援課・介護保険課】 

【事業概要】 

「かかりつけ医」をもつことで、高齢者の日々の健康管理、介護予防、要介護状態時

の療養支援、介護家族の健康管理等の効果が期待できることから、保健・医療・介護・

福祉等関連事業における様々な機会を利用して、かかりつけ医の必要性を住民に啓発し

ていきます。特に特定健診の未受診者で、かつ生活習慣病等の治療を受けていない人へ

の働きかけが重要です。また、在宅診療や往診がうまく機能するよう、医師会・歯科医

師会・薬剤師会と介護の関係機関の連携を推進していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成19年度 平成22年度 平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

65歳以上の人のかか

りつけ医をもつ割合 
82.7% 81.3% 82.3% － 85.0% － 

※3年に 1度実施する計画策定基礎調査に基づく 

【今後の方向性】 

「医療介護総合確保推進法」の公布により、医療、介護、介護予防、生活支援及び住

まいのサービスが身近な地域で包括的に確保される体制(地域包括ケア体制)の構築が市

町村に求められています。今後、「在宅医療・介護連携の推進」などを重点項目として地

域支援事業の充実等が図られますが、こうした新たな医療・介護サービスの提供体制の

もと、在宅医療の果たす役割はこれまで以上に重要となるため、医師会ほか関係機関と

の連携を強化していきます。また、かかりつけ医をもつことは、当事者はもとより、医

療資源の適正配置や効率的活用の観点からも重要となるため、必要性について引き続き

啓発していきます。 
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 推進施策２－３ 介護予防の推進  

要介護状態になる高齢者の増加を抑制するために、すべての高齢者を対象とした介護予

防の必要性の意識啓発、介護予防基本チェックリストによる健康づくりシニア（二次予防

事業対象者）の把握、個々の状態に応じた介護予防事業を推進します。 

具体的な施策 事業名

①介護予防教室　ア．いきいき介護予防教室

①介護予防教室　イ．脳いきいき教室

①介護予防教室　ウ．脳の健康教室

①介護予防教室　エ．運動機能向上・栄養改善教室　

②介護予防講座等

③地域介護予防活動支援事業
ア．介護予防サポーター養成講座

③地域介護予防活動支援事業
イ．生活・介護支援サポーター養成講座

①二次予防事業対象者(健康づくりシニア)把握事業

②二次予防事業対象者把握のための介護予防検査

①通所型介護予防事業

②訪問型介護予防事業

（４）新しい総合事業への移行

（１）一次予防事業対象者の介護予防

（２）二次予防事業対象者
         (健康づくりシニア)の把握

（３）二次予防事業対象者の介護予防

 

 

（１）一次予防事業対象者の介護予防 

高齢者が、早期に介護予防への意識を高め、介護の必要な状態への進行を自ら抑制でき

るよう、意識啓発や各種事業を推進します。 

そのために、比較的健康な高齢者（一次予防事業対象者）に対する、早期の介護予防に

向けた介護予防事業の実施、介護予防活動を支援する人材（介護予防サポーター）の育成

を行います。 

 

①介護予防教室 

ア．いきいき介護予防教室               【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

家に閉じこもりがちで、要支援、要介護認定を受けていない高齢者を対象に、介護予

防教室を実施します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者延べ数 39,526 人 41,196 人 41,635 人 42,500 人 43,500 人 44,000 人
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【今後の方向性】 

介護予防を推進するため、新しい総合事業への本事業の位置づけと、利用対象者を明

確化し、より多くの人が適切に本事業に参加できるよう事業のあり方を検討します。 

イ．脳いきいき教室                 【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

地域の高齢者が自ら介護予防を実践することで、自立した生活が続けられるよう、講

話や実技指導を行います。65 歳以上高齢者を対象に、各地区まちづくりセンターで実施

されている高齢者講座に 1～3回組み込んで実施しています。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 15 教室 16 教室 17 教室 18 教室 19 教室 20 教室

参加実人数 414 人 457 人 485 人 513 人 541 人 569 人

 

【今後の方向性】 

まちづくりセンターの講座に組み込むことで、身近な教室となり新たな参加者の掘り

起こしにつながることから、今後もこれまでと同様まちづくりセンターと連携し事業の

実施に努めていきます。 

 

 

ウ．脳の健康教室                  【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

認知症を予防するために、物忘れの心配があり、また外出機会が減っている高齢者を

対象に、認知症の正しい知識の習得、体操・簡単なゲーム・作品づくり等を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 3 教室 4 教室 7教室 7教室 8教室 8 教室

参加実人数 51 人 76 人 105 人 105 人 120 人 120 人

 

【今後の方向性】 

認知症予防には、自主的な活動の継続が効果的であるため、教室への参加で終わるの

ではなく、自主グループ化等、継続的な取組につながるよう働きかけます。 
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エ．運動機能向上・栄養改善教室           【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

運動機能を低下させる原因の 1つであるひざ痛、腰痛予防体操を中心に、運動機能を

円滑に向上させるための低栄養予防に関する講話、口腔ケア実習も行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 7教室 8 教室 9教室 6教室 6教室 6 教室

参加実人数 178 人 229 人 240 人 245 人 250 人 255 人

 

【今後の方向性】 

運動機能向上、低栄養、口腔ケアについては 高齢者の意識を高めていく必要があり

ます。高齢者の生活実態に即した講座内容、楽しく参加しやすい実施方法を検討します。 

 

 

②介護予防講座等                   【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

介護予防は日常的に継続することで効果が高まるため、自主的・継続的な取組をより

身近な地域で推進するため、自主的な健康管理の実践に向けた介護予防講座を実施して

おり、利用者は年々増加しています。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

包括支援センター 

介護予防教室回数 
81 回 102 回 105 回 110 回 115 回 120 回

参加実人数 311 人 572 人 590 人 610 人 640 人 670 人

脳の健康教室  

ＯＢ会回数 
115 回 194 回 250 回 300 回 350 回 390 回

参加実人数 86 人 139 人 180 人 200 人 250 人 280 人

ご近所さんの 

運動教室回数 
－ 210 回 610 回 710 回 810 回 910 回

参加実人数 － 185 人 250 人 300 人 400 人 500 人

介護予防交流会 

回数 
1 回 1 回 1 回 1回 1回 1 回

参加実人数 99 人 61 人 106 人 110 人 115 人 120 人

高齢者学級 

回数 
7 回 3 回 10 回 3 回 4回 5 回

参加実人数 182 人 65 人 409 人 70 人 75 人 80 人
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【今後の方向性】 

新しい総合事業への移行を視野に入れ、自主的・継続的な取組の拡大を図ります。 

 

 

③地域介護予防活動支援事業 

ア.介護予防サポーター養成講座           【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

自らの健康維持・増進を図りながら介護予防事業等のボランティアとして活動できる

人材の育成を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

研修会等開催回数 － 4 回 10 回 10 回 10 回 10 回

参加人数 － 53 人 30 人 30 人 35 人 40 人

 

【今後の方向性】 

新しい総合事業への移行を視野に入れ、より多くのサポーターを養成するとともにサ

ポーターの活躍の場の確保を図ります。 

 

 

イ.生活・介護支援サポーター養成講座        【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

自らの健康維持・増進を図りながら高齢者の生活・介護支援を行うボランティアとし

て活動できる人材の育成を行います。 

平成 26 年度からの新規事業であり、活動内容や活動の仕組みを構築していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

研修会等開催回数 － － 6 回 6 回 6回 6 回

参加人数 － － 30 人 40 人 50 人 60 人

登録者数 － － 16 人 24 人 32 人 40 人

 

【今後の方向性】 

介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型のサービスの一つとして、位置づけを明確

にし、住民主体による支援体制のシステム化を図ります。なお、登録サポーターに対す

る継続的な支援として研修会を実施します。 
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（２）二次予防事業対象者(健康づくりシニア)の把握 

高齢者の中から特に介護予防への取組が必要な「健康づくりシニア」（二次予防事業対象

者）の把握に向けた取組を推進します。 

 

①二次予防事業対象者(健康づくりシニア)把握事業    【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

要支援・要介護認定を受けていない高齢者を対象に、介護予防の必要性を把握するた

めに介護予防基本チェックリストを利用して、二次予防事業対象者（健康づくりシニア）

を把握するものです。 

平成 26 年度からチェックリストによるスクリーニングは必須ではなくなりましたが、

新しい総合事業に移行するまでは、従来の方法で実施します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護予防基本チェッ

クリスト回収率 
79.00% 76.30% 75.00% 75.00% 75.00% － 

介護予防基本チェッ

クリスト実施数 
39,432 20,368 20,929 24,000 25,000 4,300

 

【今後の方向性】 

新しい総合事業の実施に向け、高齢者実態調査、特定健診、高齢者の集まる場等の活

用など、事業対象者の効果的な把握方法について検討します。 

 

 

②二次予防事業対象者把握のための介護予防検査     【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

二次予防事業参加希望者に実施する「介護予防教室参加に係るチェックシート」の結

果、医師の判断が必要となった人に「介護予防検査」を実施するものです。 

 

【実績】 

項  目 
実績・見込み 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

受診者数／介護予防検査対象者数 100% 100% 100%

 

【今後の方向性】 

本事業は地域の実情に応じた効果的かつ、効率的な介護予防の取組を推進する観点か

ら、平成２６年度で終了します。 
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（３）二次予防事業対象者の介護予防 

二次予防事業対象者把握事業によって二次予防事業の実施が必要と判断された高齢者

（健康づくりシニア）を対象に、個々の状況・必要性に応じて介護予防事業を実施します。 

 

①通所型介護予防事業（運動器の機能向上・口腔機能向上）【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

二次予防事業対象者（健康づくりシニア）を対象に、運動を中心とした介護予防に関す

る講座と実技（運動器の機能向上）、口腔に関する介護予防に関する講座と実技（口腔の

機能向上）を実施するものです。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

運動器の 
機能向上 

開催回数 30 回 30 回 26 回 26 回 34 回 42 回

参加実人数 514 人 405 人 390 人 390 人 510 人 630 人

口腔機能 
向上 

開催回数 8 回 8 回 8 回 8回 9回 10 回

参加実人数 97 人 90 人 120 人 120 人 135 人 150 人

 

【今後の方向性】 

1 教室 3 か月程度の短期集中型の教室ですが、ＡＤＬやＩＡＤＬの改善が必要な人に

対して、必要なときに随時対応できるように、通年で実施できるように検討します。 

新しい総合事業への移行に伴い、本事業の位置づけ、実施内容を検討します。 

 

②訪問型介護予防事業（生活機能改善・栄養改善）   【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

二次予防事業対象者（健康づくりシニア）で希望する高齢者を対象に、保健師等の訪

問指導により、生活機能や栄養改善に関する問題の改善を行うものです。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

生活機能 

改善 

訪問実施 

実人数 
13 人 4 人 20 人 20 人 30 人 40 人

栄養改善 
参加実人数 6 人 5 人 10 人 10 人 10 人 10 人

参加実人数 14 人 13 人 30 人 30 人 30 人 30 人

 

【今後の方向性】 

本事業の周知を行い、ＡＤＬやＩＡＤＬの改善が必要な人の利用を高めます。 

新しい総合事業への移行に伴い、本事業を位置づけ、実施内容を検討します。 
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（４）新しい総合事業への移行  

 

今回の介護保険制度の改正では、平成３７年には団塊の世代が７５歳を迎えるなど少子

高齢化が進展していく中、要支援者等の高齢者の多様な生活支援のニーズに地域全体で応

えていくため、予防給付の訪問介護及び通所介護について、全国一律の基準に基づくサー

ビスから、地域の実情に応じて、市町村が効果的かつ効率的に実施することができる新し

い総合事業へ移行することとしています。 

移行後の訪問型サービス、通所型サービスについては、現行の訪問介護、通所介護相当

のサービスに加え、市が策定する緩和した基準によるサービス、住民主体による支援など、

多様なサービスの充実が求められています。 

また、すべての高齢者を対象にした一般介護予防事業では、高齢者を年齢や心身の状況

等によって区別せずに、住民主体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の推進とともに、地域における

介護予防の取組を強化するために、リハビリテーション専門職等の関与を促進し、要介護

状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指しています。 

本市では、新しい総合事業の平成２９年４月の施行に向け、国から示されたガイドライ

ンを踏まえ、その準備として、次のような取組の推進を想定しています。 

 

◎ 介護予防・生活支援サービス事業における、訪問型サービス及び通所型サービスの枠

組みの構築、サービスの基準・単価・利用者負担の設定等 

◎ 現在、市内で実施されている高齢者医療・介護・福祉に係るサービス・資源の現況を

インフォーマルなものを含めて把握し、総合事業への位置づけの可能性や事業者につい

ての検討 

◎ 既存の介護サービス事業者を対象とした、新しい総合事業への参入意向を確認するた

めの調査の実施 

◎ 地域住民をはじめ多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスが提供される

よう、基盤整備を促進するための 

○ 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、元気な高齢者などが担 

い手として活動する場の確保 

○ 関係者間の情報提供やサービス提供主体間の連携体制づくり 

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等 

◎ 現行の介護予防ケアプランの分析等による効果的なケアプランの検証 

◎ 予防給付と介護予防・生活支援サービス事業を一体的に管理できるようにするための、 

システムの改修 

◎ 要支援者等、利用者や介護サービス事業者への十分な情報提供 
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3 安心して生活できる地域づくり 

 推進施策３－１ 認知症施策の推進  

認知症になっても住み慣れた地域で穏やかな生活が送れることを目指し、認知症の正し

い知識を得て、できる範囲で支援活動を行うボランティア、『認知症サポーター』の養成を

推進するとともに、地域ぐるみの支援体制づくりに取り組みます。 

また、認知症の早期診断・早期対応への体制づくりと医療と介護サービス体制の強化を

図り、高齢者の認知症予防や認知症の人と家族への支援に取り組みます。 

具体的な施策 事業名

①認知症サポーター養成事業

②認知症カフェの推進

③認知症地域見守り体制の構築

④認知症地域支援推進員の配置

①認知症ケアパスの作成・普及

②認知症初期集中支援チームの設置の検討

③認知症予防事業　

①認知症の人の支援における医療と介護の連携強化

②認知症対応力向上研修（多職種協働研修）

①若年性認知症の人と家族への支援

②認知症の人の家族への支援

③認知症高齢者探索事業

④権利擁護の推進

⑤「認知症の人と家族の会」の周知

（１）地域見守り支援体制の推進

（２）早期診断・早期対応の取組み

（３）医療と介護のサービス体制の強化

（４）認知症の人と家族への支援

 

 

（１）地域見守り支援体制の推進 

 

①認知症サポーター養成事業                【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

認知症サポーター養成講座により、認知症の正しい知識の普及・啓発をするとともに、

『認知症サポーター』としての支援活動を推進します。 

・認知症サポーター養成講座の開催を積極的に働きかけます。 

（一般住民、小学生・中学生、高校生、商店、銀行、高齢者見守り協定締結事業者、

他事業所など） 

・認知症サポーター養成講座の講師役である、キャラバン・メイトの新規養成と資質

向上のための研修を計画的に開催します。 

・身近なボランティアとして、気軽に頼れる存在としての『認知症サポーター』を普

及・啓発します。 
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【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

認知症サポーターの

養成数(累計) 
9,432 人 11,339 人 12,500 人 13,500 人 14,500 人 15,500 人

 

【今後の方向性】 

『認知症サポーター』に対して、さらなる活動の場(ボランティア活動など)の情報提 

供について検討します。 

 

 

②認知症カフェの推進                    【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

認知症の人や家族とふれ合うことにより、相互理解や認知症の人と家族を地域で見守

る意識の醸成を図る場として、『認知症カフェ』の設置を拡大するため、グループホーム

など地域密着型サービス事業所の活用を進めていきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

認知症カフェの設置

数(累計) 
－ － 2 か所 3か所 4か所 5 か所

 

【今後の方向性】 

若年性認知症の人の社会参加・居場所づくり等を進めるため、『認知症カフェ』の活用

について、3-1-(4)①若年性認知症の人への支援の具体的支援と併せて検討していきます。 

平成 37 年には各地区に１か所以上あり、市民にとって身近な交流場所となるよう目指

します。 

 

③認知症地域見守り体制の構築               【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

1-1-(2)①高齢者見守り支援ネットワークの構築 再掲 

認知症による行方不明者の早期発見のため、徘徊ＳＯＳネットワークの構築を図ります。 

1-1-(2)②民間事業者との見守り協力体制の構築 再掲 

高齢者見守り協定締結事業者に対して、認知症サポーター養成講座を開催し、事業者の

特性に合わせた見守り支援の協力について働きかけます。 
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④認知症地域支援推進員の配置               【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

平成 29 年度までに、『認知症地域支援推進員』を全地域包括支援センターに配置します。 

『認知症地域支援推進員』は、認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし

続けることができるよう、地域の実情に応じて、医療機関、介護サービス事業所や地域

の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行います。 

 

【目標設定】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

認知症地域支援推進

員の配置数(累計) 
－ 1 2 2 6 10

 

 

（２）早期診断・早期対応の取組 

高齢者の認知症リスクの軽減や進行の抑制に向けて、認知症の早期診断・早期対応の体

制づくりに取り組むとともに、認知症予防のための介護予防事業を行います。 

 

①認知症ケアパスの作成・普及       【担当：介護保険課・高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

認知症の人と家族が、その状況に合わせて適切なサービスや支援を選択し、受けるこ

とができるように、ケアパスを作成し、認知症の生活機能障害程度に応じた適切なサー

ビス提供の流れと、日常生活圏域ごとの医療・介護・福祉・民間その他の社会資源を市

民に提示し、その普及と活用を進めていきます。 

また、日常生活圏域ごとの高齢者の実態を把握し、不足している社会資源や既存のサ

ービスで機能を拡充できるものがないかを検討し、見直していきます。 

早期診断・早期対応につながる仕組みづくりを進めるため、認知症の相談窓口として

の地域包括支援センターの普及と、認知症の診療を行う医療機関の周知を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

相談窓口を知って

いる高齢者の割合 
－ 25.80% － － 50% － 

※3年に 1度計画策定基礎調査を実施 

【今後の方向性】 

早期診断・早期対応の仕組みづくりを進めるとともに、認知症が進行した場合でも、

生活機能障害程度に応じて、適切な支援を受けられるよう体制を整えていきます。 
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②認知症初期集中支援チームの設置の検討           【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

平成 30 年度までの『認知症初期集中支援チーム※』の設置に向け、認知症初期集中支

援チーム検討委員会を設置し、検討します。 

 

【今後の方向性】 

認知症高齢者の増加など、日常生活圏域ごとの高齢者の実情に合わせて『認知症初期

集中支援チーム』の適正な設置と人員配置に努めていきます。 

 

 

③認知症予防事業                      【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

・2-3-(2)一次予防事業対象者の介護予防 ①介護予防教室 イ 脳いきいき教室及び、

ウ 脳の健康教室 の再掲 

・2-3-(2)二次予防事業対象者(健康づくりシニア）の把握 の再掲 

 

 

（３）医療と介護のサービス体制の強化 

 

①認知症の人の支援における医療と介護の連携強化       【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

認知症における医療と介護の連携をスムーズにするために、地域包括支援センター・

介護支援専門員等介護の支援者と医療機関等との共通のツールとして認知症相談票を作

成し、その活用普及を図っていきます。 

また、認知症の専門医療機関である鷹岡病院認知症疾患医療センターと調整しながら、

認知症における医療と介護の連携強化に取り組んでいきます。 

 

【今後の方向性】 

医療と介護の連携の強化を図りながら、平成 30 年度からの『認知症初期集中支援チー

ム』のスムーズな設置を目指します。 

 

 

②認知症対応力向上研修（多職種協働研修）         【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

医療分野と介護分野における認知症対応力の向上と、相互の連携を図るため、多職種

協働の研修プログラムを検討し、実施していきます。 
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（４）認知症の人と家族への支援 

地域で生活する認知症の人と家族の支援を推進します。 

そのために、相談や交流の場をつくり、認知症の人と家族の心身のケアを行います。 

 

①若年性認知症の人と家族への支援              【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

若年性認知症の人の介護の情報交換や交流の場を提供するために、『若年性認知症の人

と家族のつどい』を定期的に開催するとともに、参加者拡大に向けて本事業の啓発に努

めます。 

若年性認知症の一人ひとりの状態に応じた支援を図る体制づくりを進めるために、若

年性認知症の実態と支援に対するニーズを把握し、具体的な支援について検討します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

若年性認知症の人と

家族のつどいの開催

回数（本人・家族の

累計参加者数） 

8 回 

（52 人） 

7 回

（62 人）

7回

（70 人）
80 人 90 人 100 人

 

【今後の方向性】 

若年性認知症の人と家族への支援について具体的施策の検討を進めます。 

若年性認知症の人の社会参加・居場所づくり等を進めるため、3-1-(1)②認知症地域見守 

り体制の構築における『認知症カフェ』の設置と平行して、検討していきます。 

 

 

②認知症の人の家族への支援              【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

3-2-(2)②家族介護教室の再掲 

家族介護教室において、認知症の基礎知識、対応方法などの学習や、介護者同士の交

流の機会を提供します。 
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③認知症高齢者探索事業                   【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

業者と委託契約を締結し、位置情報検索端末を貸与します。対象は自宅で暮らしてい

る認知症徘徊高齢者とします。費用負担については、市民税課税世帯については初期費

用（7,000 円と消費税相当額）を補助し、市民税非課税世帯については、位置情報提供

料（電話対応 1回 200 円、インターネット 1回 100 円）以外の費用を補助します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

登録者数 14 人 15 人 16 人 17 人 18 人 19 人

 

【今後の方向性】 

認知症ゆえに携帯端末を持ち歩くことができず、利用を諦めるケースが多く見受けら

れ、登録者の拡大につながらない現状があります。 

徘徊症状のある認知症高齢者やその家族が安心して生活できる環境を整備するために

は、地域の見守り体制の構築に力を入れる必要があり、 3-1-(1)③認知症地域見守り体

制の構築の進展に併せて、事業の継続について検討していきます。 

 

 

④権利擁護の推進                  【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

3-4-(2)①成年後見制度相談事業の再掲 

認知症の人と家族に対して制度の普及を図るため、1-2-(1)③高齢者向け情報の集約や、

3-1-(2)①認知症ケアパス等を活用していきます。 

 

 

⑤「認知症の人と家族の会」の周知              【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

認知症の家族を支援する社会資源として、公益社団法人認知症の人と家族の会静岡県

支部の活動を周知していきます。 
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 推進施策３－２ 在宅高齢者への支援  

在宅で生活する高齢者が日常生活を継続するために必要な各種サービスの提供、高齢者

を介護している家族の心身の負担軽減、高齢者向け施設の整備を推進します。 

具体的な施策 事業名

①安否確認事業　ｱ 在宅生活安心システム（ふれあいコール）

①安否確認事業　ｲ　さわやかコール

①安否確認事業　ｳ 福祉電話の貸与

①安否確認事業　ｴ 高齢者みまもりサービス（緊急通報機器貸与・相談）

①安否確認事業　ｵ 災害・緊急支援情報キットの配布を活用した見守り

②生活支援事業　ｱ 大型ごみの戸別収集

②生活支援事業　ｲ 生活支援型ヘルパー派遣事業

②生活支援事業　ｳ 軽度生活援助

②生活支援事業　ｴ 「食」の自立支援

②生活支援事業　ｵ 寝具クリーニングサービス

②生活支援事業　ｶ 訪問理美容サービス

②生活支援事業　ｷ 生活支援型ショートステイ事業

②生活支援事業　ｸ 買い物弱者対策事業への支援　

②生活支援事業　ｹ ふれあい・いきいきサロン

②生活支援事業　ｺ 生きがいデイサービス

①家族介護者への支援　ｱ 介護用品支給事業（紙おむつ支給）

①家族介護者への支援　ｲ はり・きゅう・マッサージ費用助成

①家族介護者への支援　ｳ 介護者慰労金の支給事業

①家族介護者への支援　ｴ 家族介護者交流事業

①家族介護者への支援　ｵ 男性介護者支援ネットワーク事業

②家族介護教室

③「富士市在宅介護者家族の会」の支援

④男女平等を推進する社会教育の充実　

①養護老人ホーム

②社会福祉センター等の整備

（１）日常生活支援

（２）家族介護者支援

（３）施設の整備・運営

 
 

 

（１）日常生活支援 

高齢者の日常生活を支援するために、高齢者の状況把握を行うための安否確認事業、高

齢者の在宅生活を支援するための生活支援事業を行います。 
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①安否確認事業 

ア．在宅生活安心システム（ふれあいコール）         【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

ひとり暮らし高齢者等の安否確認、孤独感の解消のために、定期的な電話連絡を行う

ものです。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 44 人 50 人 55 人 60 人 63 人 65 人

 

【今後の方向性】 

利用者の増加が見込まれる 2025 年に向け、現在の担当者 1 人の体制から、複数人での

対応へ事業を拡大していく方向で、委託先の変更等も視野に入れ、検討していきます。 

 

 

イ．さわやかコール                   【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

民生委員児童委員を通じ、見守りが必要と思われる人への周知と把握を行い、乳酸菌

飲料業者とも連携を図りながら、1 人でも多くの人を助けられるよう、安否確認の一端

を担います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 461 人 465 人 468 人 475 人 480 人 485 人

 

【今後の方向性】 

継続して民生委員児童委員の協力を得ながら活動を進めていきます。多くの安否確認

サービスが実施されており、個々それぞれのケースに多くの人たちが関わることで隙間

のない安否確認ができると考えられることから、他の安否確認サービスとの連携を図っ

ていきます。 

 

 

ウ．福祉電話の貸与                 【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

ひとり暮らしの高齢者等で、電話を持たない人に加入電話の基本料金を助成し、高齢

者のコミュニケーション及び緊急連絡手段の確保を図ります。 
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【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 59 人 59 人 59 人 60 人 60 人 60 人

 

【今後の方向性】 

緊急時の連絡やコミュニケーションツールとして電話を必要とする高齢者がいるため、

今後も事業を継続します。 

 

 

エ．高齢者みまもりサービス（緊急通報機器貸与・相談） 【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

ひとり暮らし高齢者等の居宅に、火災・ガス漏れ報知器、通報用ペンダントからなる

セキュリティ機器を貸与し、看護師等専門職を配置した 24 時間 365 日の相談対応及び緊

急対応を行うことにより、日常生活の安全と緊急事態への対応を図り、不安の軽減を図

るものです。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 487 人 556 人 592 人 630 人 670 人 710 人

 

【今後の方向性】 

介護支援専門員を通じた情報提供や広報紙の活用により、今後も事業の利用拡大を図

ります。 

 

オ．災害・緊急支援情報キットの配布を活用した見守り    【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

医療情報や緊急連絡先等の各種情報を記載する「災害・緊急支援情報キット」の配布

に伴い、地域で見守りを必要とする高齢者がいる世帯を把握し、日頃からの見守り活動

につなげるものです。 

防災訓練などの行事への参加を通じて、「災害・緊急支援情報キット」申請者と近隣住

民が顔の見える関係づくりを進めるよう働きかけていきます。 

 

【今後の方向性】 

高齢化が進むことで、平常時からの見守りを必要とする人が増えると思われるため、

そうした人たちを地域で把握し、支援する体制を築いていきます。 
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②生活支援事業 

ア．大型ごみの戸別収集               【担当：高齢者介護支援課】 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯を対象に、集積所への排出が困難な大型ごみ等の戸

別収集を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 70 人 55 人 60 人 65 人 70 人 75 人

 

【今後の方向性】 

大型ごみの集積所への排出が困難であるひとり暮らし高齢者は、これからも増加して

いくと考えられるため、今後も本事業を継続していきます。日常のごみ等についても、

地域住民ボランティアの活動による支援ができる環境、体制づくりの推進を検討してい

きます。 

 

 

イ．生活支援型ヘルパー派遣事業          【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯等で、生活支援が必要な人を対象に、ホームヘルパ

ーを派遣するものです。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 21 人 11 人 15 人 20 人 20 人 20 人

 

【今後の方向性】 

新しい総合支援事業への移行に合わせ、事業者によるサービス提供のみならず、地域

のつながりの中で住民同士が互いに支え合う仕組みを検討します。 
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ウ．軽度生活援助                  【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

ひとり暮らし、高齢者世帯を対象に、介護ヘルパーでは対応できない、家周りの手入

れ、簡易な大工仕事、家屋内の整理整頓など単発の軽易な作業をシルバー人材センター

に委託することにより、自立した生活の継続を支援するものです。  

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 531 人 518 人 500 人 500 人 500 人 500 人

 

【今後の方向性】 

ひとり暮らしの高齢者等の増加に伴い、本事業のニーズは高まると見込まれますが、

一方で受託者であるシルバー人材センターの会員は減少傾向にあります。新しい総合事

業の実施に合わせ、支援内容の一部については、生活・介護支援サポーターの研修を受

けた地域のボランティア等の活動として実施できるようにしていきます。 

 

 

エ．「食」の自立支援                 【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

要介護、要支援認定者、栄養改善が必要なひとり暮らしの高齢者等に、栄養のバラン

スのとれた昼食又は夕食を、事業者が自宅まで配達し、「食」の自立を支援します。併せ

て、利用者の安否確認を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ひとり暮らし高齢者

等の利用者数 
60 人 74 人 72 人

622 人 634 人 646 人
要介護・要支援認定

者の利用者数 
588 人 555 人 538 人

 

【今後の方向性】 

栄養バランスのとれた食事の提供と、原則手渡しによる安否確認という主旨の普及に

努め、事業の利用が利用者の食生活の自立につながるよう、ケアプランの確認を進めて

いきます。 
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オ．寝具クリーニングサービス            【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

ひとり暮らし又は寝たきり、認知症高齢者を含む世帯のうち、生計中心者が市県民税

非課税の世帯に対して、専門業者による寝具の丸洗い・乾燥・消毒及びその間の寝具の

レンタルを行うことにより、高齢者の健康の増進及び家族の介護負担の軽減を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 31 人 32 人 33 人 34 人 35 人 36 人

 

【今後の方向性】 

本サービスの利用を必要とする人が適切に利用できるよう、広報紙のほか、地域包括

支援センターや介護支援専門員を通じて事業の周知を図ります。 

 

 

カ．訪問理美容サービス               【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

傷病等の理由により、理容店又は美容院に出向くことが困難な要介護高齢者等に対し

て、自宅で理美容サービスが受けられるよう、訪問に要する費用を助成し、身だしなみ

や清潔の保持を図り、より快適な在宅生活を送ることを実現します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 129 人 118 人 126 人 130 人 130 人 130 人

 

【今後の方向性】 

身だしなみや清潔の保持のためサービス継続の必要があることから、介護支援専門員

を通じた情報提供など、本事業の周知を図ります。 

 

 

キ．生活支援型ショートステイ事業          【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

ひとり暮らし高齢者等が、一時的に自宅での生活が困難になった時、短期間生活する

施設を確保するものです。 
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【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 0 人 0 人 2 人 5人 5人 5 人

 

【今後の方向性】 

利用が少ない状況ですが、入院・入所の必要がないまでも一時的に体調を崩した場合

などは速やかな生活支援の対応が必要です。 

施設の変更、在宅でのヘルパー、ボランティアによる支援の活用なども含め、利用し

やすいサービス提供のあり方を検討します。 

 

 

ク．買い物弱者対策事業への支援              【担当：商業労政課】 

【事業概要】 

買い物弱者対策を実施する中小事業者への助成制度を実施するものです。また、対象

事業者への制度周知、当該事業への民間参入の促進を図ります。買い物弱者支援を実施す

る事業者への支援を行うために、定期的に制度の情報提供を行います。 

今後も継続して周知を行っていきます。 

 

【今後の方向性】 

本事業は、買い物弱者への“対策を実施する事業者”が直接的な事業対象であり、要

支援高齢者への直接的な対策ではありませんが、今後、「買い物弱者」問題が本市におけ

る重要課題となっていくことも考えられますので、必要となる支援の方策を検討してい

きます。 

 

 

ケ．ふれあい・いきいきサロン             【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

高齢者や障害者の孤独感の解消や介護予防を図るために、身近な場所で、サロンボラ

ンティアによって楽しく集まれるおしゃべりの場を提供するものです。 

参加者が身近な地域のふれあい・いきいきサロンに通えるように、全町内（区）での

サロン設置に向けて、ボランティア育成のための講演会や養成研修を行うなどの働きか

けを行っていきます。また、各サロンが地区福祉推進会との協力関係を持てるよう支援

をしていきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ふれあい・いきいき

サロン延べ利用者数 
22,315 人 23,584 人 25,650 人 26,505 人 27,360 人 28,215 人
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【今後の方向性】 

高齢者が増加することが想定されるため、生きがい創出、閉じこもりや認知症防止等

の観点から、ふれあい・いきいきサロンが果たす役割は大きくなっています。引き続き、

ボランティア育成のための講演会や養成研修を行う働きかけや、新たな取組を検討し、

実施していきます。 

 

 

コ．生きがいデイサービス              【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

家に閉じこもりがちで、要支援、要介護認定を受けていない人に対し、日常生活動作

の訓練や趣味活動、レクリエーション活動等を行い、自立の支援及び社会的孤独感の解

消を図り、介護予防への関心を高めます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

延利用者数 39,526 人 41,196 人 41,635 人 42,500 人 43,000 人 43,500 人

 

【今後の方向性】 

介護予防を推進するため、新しい総合事業への本事業の位置づけと利用対象者を明確

化し、より多くの人が適切に介護予防事業に参加できるよう、事業のあり方を検討します。 
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（２）家族介護者支援 

高齢者を介護している家族介護者の負担軽減のために、家族介護者への支援を行います。

また、近年、男性の介護者が増加していますが、男性介護者に特有の課題の解決に向け、

男性介護者の支援を行います。 

 

①家族介護者への支援 

ア．介護用品支給事業（紙おむつ支給）        【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

60 歳以上で、寝たきり・認知症のため紙おむつを使用している在宅の人に紙おむつを

配達します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 1,372 人 1,397 人 1,410 人 1,425 人 1,440 人 1,455 人

 

【今後の方向性】 

対象世帯の増加が予想されるため、より多くの人が適切に利用できるよう支給要件等

の見直しの必要性について検討していきます。 

 

 

イ．はり・きゅう・マッサージ費用助成         【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

寝たきり又は認知症高齢者の介護者に対し、はり・きゅう・マッサージ利用券を交付す

ることにより、その労をねぎらい、寝たきり高齢者の福祉の増進を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 27 人 34 人 31 人 32 人 33 人 34 人

 

【今後の方向性】 

介護を受ける寝たきり又は認知症高齢者の介護度要件など、支給要件を検討し、サー

ビスの適切な利用を促進します。 
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ウ．介護者慰労金の支給事業             【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

65 歳以上の要介護高齢者（要介護 3～5）を 1年間、介護保険サービスを使わずに、在

宅で介護している同居家族に慰労金を支給することにより、当該介護者を慰労し、要介

護高齢者の福祉の増進を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 8 人 8 人 10 人 10 人 10 人 10 人

 

【今後の方向性】 

介護保険サービスの利用に至らない在宅高齢者の介護者に対する支援策として継続し

て実施します。 

 

 

エ．家族介護者交流事業               【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

在宅において寝たきり・認知症高齢者を介護している介護家族者を一時的に介護から

開放し、心身の元気回復（リフレッシュ）を図ります。 

 

【今後の方向性】 

家族介護者の交流が積極的に行える体制の構築を目指し、介護者の自主性を引き出し

ていくため、イベント内容を工夫したり意見交換の機会の提供を推進します。 

 

 

オ．男性介護者支援ネットワーク事業         【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

男性介護者の現状把握や今後の課題を発掘することにより、関係機関とのネットワー

ク化を図り、男性介護者支援の体制を構築します。 

 

【今後の方向性】 

地域における普及啓発を推進し、男性介護者の支援に向けた、住民・民生委員・自治

会及び関係機関の連携やネットワークの構築を図ります。 
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②家族介護教室                   【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

在宅で高齢者を介護している人を対象に様々な制度利用の方法、無理のない介助法な

どの情報を提供し、介護の負担軽減につなげます。 

1 教室 3 回の教室とし、年 3か所のまちづくりセンターで実施していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

教室延べ参加者数 102 人 88 人 90 人 90 人 90 人 150 人

 

【今後の方向性】 

教室終了後、月 1回程度定期的に集まれる場所を設定し、介護者同士の交流の機会を

提供します。 

 

 

③「富士市在宅介護者家族の会」の支援          【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

家族介護者の交流による情報交換、研修及び介護者のリフレッシュなどを行うもの

です。現役で介護をされている方が一人でも多く参加することができる活動を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

登録者数 30 人 30 人 30 人 30 人 35 人 40 人

 

【今後の方向性】 

在宅で介護を行う人が増加していくことが考えられるため、現役で介護を行っている

人が負担なく参加することができる行事を開催するとともに、介護を終えた会員との交

流の中で、介護の悩み事の相談をし、リフレッシュする機会を提供していきます。 

他の福祉機関や福祉事業所との連携の中で、事業や会の PR を図るとともに、介護者の

具体的な声を聞きながら、よりニーズに沿った事業を展開していきます。 
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④男女平等を推進する社会教育の充実      【担当：多文化・男女共同参画課】 

【事業概要】 

男女共同参画地区推進員事業、女と男のフォーラム事業、男女共同参画学級委託事業

など、引き続き介護の理解を深めるための講座を実施します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

「男は仕事、女は家

庭」という固定的な考

えに同感しない人の

割合 

－ － 37.4% 60% 70% 70%

※夏期大学（Ｈ26）アンケート結果より 

【今後の方向性】 

「男は仕事、女は家庭」という考えに代表される、固定的な性別役割分担意識の解消

に向け、事業を通して意識啓発していきます。 

 

 

（３）施設の整備・運営 

高齢者の生活、活動の場として、養護老人ホーム、社会福祉センター等の福祉施設の整

備、運営を推進します。 

 

①養護老人ホーム                     【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な高齢者を

支援するため、養護老人ホームの整備・運営を支援するものです。 

平成 28 年度の民設民営化に向け、安定的な運営に資するよう必要な支援を行います。 

 

 

②社会福祉センター等の運営                【担当 福祉総務課】 

【事業概要】 

高齢者、障害者、児童などを対象に、各種の相談、健康の増進、機能回復訓練、文化

教養の向上及びレクリエーションの場を提供するため、現在の施設を維持・運営し、高

齢者の生活を支援する施設として有効活用に努めます。 
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 推進施策３－３ 介護保険サービスの環境整備  

介護を必要とする高齢者の増加に対応できるよう、介護保険サービスの提供体制の充実、

サービスの質の向上、適正な介護保険事業の運営を推進します。 

具体的な施策 事業名

（１）介護保険サービスの基盤整備

①認定調査票の点検

②介護認定審査会委員・認定調査員研修会の実施

①ケアプラン点検

②住宅改修の点検

③福祉用具購入・貸与の点検

①介護報酬請求の確認、点検

②介護給付費通知の発送

①介護相談員の派遣

②相談・苦情対応体制の充実

③富士市地域密着型サービス運営委員会の開催

④介護保険サービス事業者の指導　ｱ 集団指導

④介護保険サービス事業者の指導　ｲ 実地指導・監査

⑤地域に密着した事業所運営の推進

⑥介護支援専門員研修

（４）介護報酬請求の適正化

（３）介護給付の適正化

（2）正確・公平な要介護認定

（５）ケアの質の向上に向けた取組への支援

 

 

 

（１）介護保険サービスの基盤整備 

介護が必要になっても、住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、日常生活

圏域を単位として、地域密着型サービスを重点的に整備していきます。特に地域包括ケア

体制の実現に向けて、単身・重度の要介護者等が地域で生活するための環境整備として、

24 時間対応型のサービスの整備を重点的に進めていきます。 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、24 時間対応型の定

期巡回型訪問と随時の対応・訪問を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービ

スを必要に応じて整備していきます。 

② 認知症対応型デイサービス 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らしていけるよう「認知症対応型デイサービス」

が、すべての日常生活圏域に配置されるよう計画していきます。 

③ 小規模多機能型居宅介護拠点 

在宅生活を支援するため、必要に応じて「通い」、「訪問」、「宿泊」サービスを柔軟に

組み合わせて提供をする「小規模多機能型居宅介護拠点」を、概ね小学校区を単位とし

て計画的に整備していきます。 
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④ 複合型サービス 

医療ニーズの高い要介護者の在宅生活を支援するため、「小規模多機能型居宅介護拠

点」に「訪問看護」を組み合わせて提供することができる「複合型サービス」を、日常

生活圏域を単位として計画的に整備していきます。 

⑤ 認知症高齢者グループホーム 

在宅での生活が困難となった認知症高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続けていける

よう、「認知症高齢者グループホーム」を、小学校区を単位として計画的に整備していき

ます。 

⑥ 地域密着型特定施設 

定員規模が 29 人以下の介護専用型特定施設である「地域密着型特定施設」については、

必要に応じて市街地での整備を進めていきます。 

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設 

定員規模が 29 人以下の「地域密着型介護老人福祉施設」については、日常生活圏域を

単位として整備を進めるほか、特別養護老人ホーム全体の必要整備量を踏まえ整備し

ます。 

 

 

（２）正確・公平な要介護認定 

介護を必要とする高齢者の心身の状態を適正に把握し、正確かつ公正な要介護認定の促

進に努めます。 

そのために、認定調査のチェック・点検による適正化、認定調査員の継続的な研修によ

る認定基準の平準化を行います。 

 

①認定調査票の点検                    【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

介護認定審査会は、認定調査の基本調査から導き出される一次判定結果を基準とし、

認定調査の特記事項と主治医意見書を基に二次判定を行います。介護認定審査会に正確

な調査資料を提出するため、実施した要介護・要支援認定申請に係る認定調査票の全件

点検に努めます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

認定調査チェック・ 

点検実施率 
100% 100% 100% 100％ 100% 100%

 

【今後の方向性】 

高齢者人口の増加に伴い、介護認定申請者数の増加が見込まれ、さらに介護認定審査

数も増加していくことが見込まれます。このような状況の中で、引き続き認定調査票の

全件点検を行っていくために、点検者の確保、育成に努めていきます。 
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②介護認定審査会委員・認定調査員研修会の実施       【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

介護認定審査会委員や認定調査員を対象に、認定調査における判断基準の適正化・平

準化を図るため、委員の継続的な研修を実施していくものです。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

認定調査員研修回数 3 回 4 回 3 回 3回 3回 3 回

介護認定審査会委員研修回数 5 回 5 回 4 回 5回 5回 5 回

 

【今後の方向性】 

介護認定者数の増加に伴い、ますます判断基準の適正化、認定調査における判断基準

の適正化・平準化が求められることが予想され、委員の継続的な研修の重要性が増大し

ていくことから、研修内容の充実を図ります。 

 

 

（３）介護給付の適正化 

利用者の状態に対応した、介護保険事業の適正な利用の促進のために、介護給付の適正

化事業を推進します。 

 

①ケアプラン点検                      【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

居宅介護支援事業所等を対象に、利用者の自立支援に資する適切なケアプランである

か等に着目して、プランの確認・検討を行います。基本となる事項を介護支援専門員と

確認しながら、利用者に見合った適切な介護サービスを確保し、ケアマネジメント等の

質の向上に取り組んでいきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

点検実施件数 14 件 7 件 10 件 20 件 20 件 20 件

 

【今後の方向性】 

継続的にケアプランの質の向上を図るために、国が作成したケアプラン点検支援マニ

ュアルを積極的に活用します。また、ケアプラン点検従事職員の外部研修や、介護支援

専門員を対象とした研修等で、点検の周知と理解、資質向上に努めます。さらに、近年

増加が顕著な有料老人ホーム等の高齢者向け住まいの入居者に焦点を当てたケアプラン

点検の実施を検討していきます。 
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②住宅改修の点検                     【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

住宅改修の点検は、理由書や見積書・写真等から判断して行いますが、事前審査と完

了審査の書類等に疑義が生じた場合には、現地調査を行い、利用者の身体の状態に見合っ

た適切な工事への改善指導を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

住宅改修の点検 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

疑義が生じた改修 

の現地調査 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

 

【今後の方向性】 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送るため、低下した身体の状態に応じた住

環境の整備がますます必要になります。利用者の安心・安全の確保のため、介護支援専

門員や住宅改修事業者を対象とした研修等を実施して資質向上を図っていきます。 

 

 

③福祉用具購入、貸与の点検                【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

福祉用具利用者に対するケアプランチェックを行い、福祉用具購入の必要性や利用状

況等を確認します。また、軽度者の福祉用具貸与についても、ケアプランチェック及び

主治医意見書等の確認を行い、利用者に必要性があるか確認をします。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

福祉用具購入、軽度者

福祉用具貸与届添付の

ケアプランチェック 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

 

【今後の方向性】 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送るため、低下した身体の状態に応じた住

環境の整備がますます必要になります。福祉用具購入や貸与については、必要性や利用

状況等について疑義が生じた場合に訪問調査等を行います。 

また、静岡県国民健康保険団体連合会（国保連）介護給付適正化システムにおいて、

各福祉用具の貸与品目の単位数が把握できるため、これを積極的に活用することを検討

し、福祉用具の適切な使用による利用者の安心・安全の確保を図ります。 
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（４）介護報酬請求の適正化 

介護保険制度の信頼性の向上のために、静岡県国民健康保険団体連合会（国保連）のデ

ータを活用しての介護報酬適正化事業、介護保険サービスの利用者を対象にした介護給付

費通知書の送付を行います。 

 

①介護報酬請求の確認、点検                【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

国保連介護給付適正化システムによる縦覧点検や医療情報との突合情報から、介護報

酬の不適正・不正な請求を発見し、給付の適正化を図るものです。 

 

【今後の方向性】 

2025 年までに団塊の世代が 75 歳以上となり、地域において在宅で介護や医療を必要

とする高齢者数が大きく増加することが見込まれることから、引き続き、国保連の介護

給付適正化システムを利用し、給付費の適正化に向けた点検作業を継続します。 

 

 

②介護給付費通知の発送                  【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

サービスの適正な利用、給付費の適正化に向けて、年 2 回、3 ヶ月分の利用状況を本

人又は家族に通知しています。また、介護保険事業について周知を行うため、給付費通

知の紙面を活用し、介護保険制度及び給付適正化（住宅改修・福祉用具購入等）のお知

らせも掲載しています。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

給付明細発送回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

 

【今後の方向性】 

引き続き在宅サービス利用者に対し、介護給付費通知を送付し、利用したサービスの

内容とその自己負担額を利用者自身が確認することで、給付適正の効果を上げていき

ます。 

また、利用者に単に通知を送付するだけでなく、対象者や対象サービスの絞込みをす

ることや、利用者の理解を求めやすい適切な送付時期の工夫をする等、効果が上がる実

施方法を検討していきます。 
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（５）ケアの質の向上に向けた取組への支援 

介護保険事業者のケアの質の向上に向けた取組を支援するため、地域密着型サービス運

営委員会の開催や事業所運営の促進、事業所への指導・監査の実施、地域密着型サービス

事業所による運営推進会議の推進、介護支援専門員の質の向上のための研修の充実に努め

ていきます。 

 

①介護相談員の派遣                     【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

本市で養成した介護相談員を市内の介護サービス事業所に派遣することで、介護サー

ビスの質の向上を図ります。介護相談員は、利用者等の不安、不満、希望等を事業者へ

伝達することなどにより、利用者と事業者の橋渡し役を務めます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

派遣事業所数 19 事業所 19 事業所 21 事業所 21 事業所 22 事業所 22 事業所 

 

【今後の方向性】 

相談の増加や相談内容の多様化が予想されるため、幅広い知識や柔軟な相談対応能力

の習得等、介護相談員のスキルアップの支援に努めていきます。 

 

 

②相談・苦情対応体制の充実                【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

介護保険サービスに関する相談・苦情に対して、適切な対応や迅速な解決を図るため

の職員の資質向上を図ります。事業所数の増加や利用者の権利意識の多様化により、相

談･苦情件数が増加傾向にあり、内容も多様化しています。このことから、的確な問題の

把握や適切な事業者指導を行うことができる担当者の育成に努めます。また、相談・苦

情内容に応じて他の相談機関に適切につなぐことができる体制を整備します。 

 

【今後の方向性】 

利用者の権利意識の多様化により、現時点では想定できない相談・苦情や、介護保険

法令以外の法令等に関係する相談・苦情が多くなることが予測されます。すべての相談・

苦情に対応することは不可能なため、的確かつ迅速に他の相談機関へつなぐことができ

る体制づくりや社会福祉士等の専門職の配置に努めていきます。 

 



101 

 

③富士市地域密着型サービス運営委員会の開催        【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

地域密着型サービス事業者の適正な事業運営の確保及びサービスの質の向上を図るこ

とを目的として、被保険者代表・介護保険サービス事業者・有識者からなる運営委員会

を開催し、委員からの意見の反映や知見の活用を行います。 

 

【今後の方向性】 

地域密着型サービス事業所の数も年々増えており、平成 28 年度には小規模通所介護事

業所が地域密着型サービスに移行するなど指定更新を受ける事業所が大幅に増えること

から、効率的、効果的な運営委員会の開催について検討していきます。 

 

 

④介護保険サービス事業者の指導 

ア．集団指導                       【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

制度趣旨の理解や適正な請求事務、指定基準や関連法令等の周知等、必要な指導の内

容に応じて、講習形式で事業者への指導を実施するものです。基本的には地域密着型サ

ービス全体の集団指導を年 1回、サービス種別ごとの集団指導を必要に応じて実施して

いきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業所集団指導 

開催数 
1 回 1 回 2 回 2回 2回 2 回

 

【今後の方向性】 

利用者のニーズの多様化により、各事業所におけるコンプライアンスやリスクマネジ

メントの強化が求められています。集団指導において、介護保険法令以外の関係法令等

の周知も併せて行っていきます。 

 

 

イ．実地指導・監査                    【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

市内の介護保険サービス事業者を対象に、実地指導や監査を実施します。 

地域密着型サービス事業所に対し、定期的に実地指導を実施し、適正な運営の確保及び

サービスの質の向上を図ります。 

また、監査は、運営基準違反や不正請求等が疑われる場合に実施し、是正、改善を求

めます。 
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【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実地指導件数 63 件 77 件 67 件 50 件 70 件 70 件

 

【今後の方向性】 

利用者のニーズの多様化に伴い、事業者のサービスの多様化や質の向上が求められ

ます。基準法令等を念頭に置き、他法令等に関係するサービス内容にも柔軟に指導、助

言等ができる職員の確保・育成に努めていきます。 

 

 

⑤地域に密着した事業所運営の推進             【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

運営基準に定められた運営推進会議において、非常災害時や地域イベント等の際に地

域住民との連携及び協力が積極的に行われるよう、必要な議題の提案や会議の手法等に

ついて、運営推進会議や実地指導時に指導・助言を行います。 

 

【今後の方向性】 

実地指導や運営推進会議を通じて、地域に貢献することができる事業所の育成に努め

ていきます。 

 

 

⑥介護支援専門員研修                【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

介護支援専門員経験期間等に応じて、基礎研修、事例検討の学習、アセスメント力向

上研修、主任介護支援専門員研修を開催し、適切なプランの作成能力の向上等、ケアマ

ネジメントの質の向上を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護支援専門員 

研修回数 
15 回 14 回 13 回 15 回 15 回 15 回

参加人員数 445 人 491 人 450 人 － － － 

 

【今後の方向性】 

個々の利用者のアセスメントが適切に行われ、その人らしい生活を支援し、介護度の

軽減や自立につながるケアマネジメントができるよう介護支援専門員の支援を行います。 
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 推進施策３－４ 人権の尊重と支援  

高齢者が地域社会で尊厳を維持した生活を継続できるよう、虐待防止や権利擁護のため

の制度の活用促進、後見活動を行う人材の育成を推進します。 

具体的な施策 事業名

①高齢者虐待防止相談事業

②高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営委員会の開催

③高齢者虐待防止普及啓発事業

④虐待発生時の対応

①成年後見制度相談事業

②成年後見制度利用支援事業（市長申立て）

③成年後見制度普及事業

④市民後見人の養成・支援

（３）日常生活自立支援事業 ①日常生活自立支援事業

（２）成年後見制度の普及・利用支援

（１）高齢者虐待の防止

 

 

 

（１）高齢者虐待の防止 

高齢者の尊厳を維持し、生命・財産等を守るために、高齢者虐待防止に向けた取組を推

進します。 

そのために、市民や介護支援専門員からの情報による高齢者虐待の早期発見、虐待発生

時の適切な対応、また介護の負担を軽減する施策の実施により、虐待の未然防止を図ります。 

また、虐待防止のためのネットワーク運営委員会の開催、市民への虐待防止の啓発を行

います。 

 

①高齢者虐待防止相談事業              【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

市民や介護支援専門員などからの通報や相談による、虐待の早期発見と適切な支援を

行うものです。通報があった場合は、高齢者虐待対応マニュアルに従って迅速に事実確

認を行い、必要な支援につなげる取組を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

相談数 67 件 83 件 70 件 70 件 70 件 70 件

 

【今後の方向性】 

被虐待者の一時的な保護にとどまらないよう、養護者の長期的支援を図るとともに、

相談事業を検証して虐待の未然防止につなげます。 
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②高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営委員会の開催【担当：高齢者介護支援課・障害福祉課】 

【事業概要】 

高齢者虐待に対応する関係機関の代表者で構成するネットワーク委員会を年 2回開催

し、高齢者虐待防止に向けた連携体制の確保及び評価、普及啓発に関する検討を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 2 回 2 回 2 回 2回 2回 2 回

 

【今後の方向性】 

高齢者のみならず、障害者や児童等の問題が絡んだ複雑なケースの増加が見込まれる

ことから、様々なケースに柔軟に対応できる体制や連携のあり方について検討します。 

 

 

③高齢者虐待防止普及啓発事業            【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

高齢者虐待防止講演会・シンポジウム等の開催により、虐待防止についての理解促進、

その予防と早期発見、早期対応、再発防止について関係者や市民に啓発を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

講座の開催数 2 回 2 回 2 回 2回 2回 2 回

 

【今後の方向性】 

市民が高齢者虐待や養護者支援について理解を深め、虐待を未然に防止できる地域づ

くりに努めていきます。 

 

 

④虐待発生時の対応                 【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

虐待の通報・相談があった高齢者を対象に、関係機関との連携のもと、虐待に対する

迅速・適切な対応を行います。 

 

【実績】 

 

 

 

項  目 
実績・見込み 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

虐待への対応件数 28 件 22 件 25 件 
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（２）成年後見制度の普及・利用支援 

介護保険サービスなどの利用や財産の管理等について自ら判断ができない高齢者を対象

に、成年後見制度の利用促進を図るための相談や、対応の充実を図ります。 

また、専門職後見人だけではなく、市民の協力による市民後見人の養成のために、市民

を対象に市民後見活動の普及啓発、人材養成・支援を推進します。 

 

①成年後見制度相談事業               【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

成年後見支援センターと地域包括支援センターが連携を図り、高齢者やその家族を対

象に、成年後見制度の説明、利用が必要な場合の申立て支援を行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

相談数 142 件 131 件 150 件 160 件 160 件 160 件

 

【今後の方向性】 

相談件数は年々増加すると考えられ、成年後見支援センターの周知及び相談受付体制

の強化を行います。 

 

 

②成年後見制度利用支援事業（市長申立て）     【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

親族等による申立てが期待できず、行政が福祉的に対応をとらなければ本人が損失を

受ける恐れがある高齢者を対象に、市長による申立てを行います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

市長申立て件数 11 件 13 件 10 件 10 件 10 件 10 件

 

【今後の方向性】 

市長申立ての必要性の判断を、迅速・的確に行うために、市長申立検討会議の設置等、

実施手順の標準化を図ります。 
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③成年後見制度普及事業               【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

定期的に講座を開催し、必要とする人が的確に制度を利用できるよう、制度の理解促

進を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

講座の開催数 2 回 1 回 1 回 1回 1回 1 回

 

【今後の方向性】 

市民が制度について理解を深め、市民同士の支援により、必要とする人を制度の利用

につなげられるようにします。 

 

 

④市民後見人の養成・支援              【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

親族等による支援が受けられない高齢者が増加すると見込まれ、成年後見の担い手と

しての市民の役割が強まると考えられることから、市民後見人の養成と支援体制の強化

を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

市民後見人の養成数 － 19 人 10 人 10 人 10 人 10 人

 

【今後の方向性】 

養成した市民後見人が適切な後見活動を行えるよう、支援体制を強化するとともに、

家庭裁判所、専門職団体と連携を図り、市民後見人の活発な活動につなげます。 
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（３）日常生活自立支援事業 

認知症などにより判断能力が十分でない高齢者が自立して地域生活が行えるよう、福祉

サービスの手続支援、金銭管理等を行います。 

 

①日常生活自立支援事業               【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

認知症などのために判断力が十分でない人が、自立して地域生活を営めるよう、福祉

サービスの手続の援助や日常の金銭管理の支援を行います。具体的には、軽度の認知症

などにより自身の判断能力に不安がある人（契約能力のある方）に対し、福祉サービス

の手続・利用援助・日常的な生活費・医療費等の支払、貴重品類の預かりなどを行います。  

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

契約者数 

（認知症契約者のみ） 
9 件 7 件 6 件 7件 8件 9 件

 

【今後の方向性】 

成年後見制度と本事業の連携を円滑にすることが重要であり、富士市成年後見支援セ

ンターの開設により、本事業との連携がよりスムーズになることが見込まれます。本事

業は認知症高齢者のみならず知的障害者・精神障害者も利用対象であるため、事業の実

施については工夫が必要であり、今後も職員のスキルアップに努めます。 
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推進施策 事業名

推進施策３－５
介護人材の確保

①介護従事者新任職員研修

 推進施策３－５ 介護人材の確保  

 

今後高齢者の増加に伴い、より多くの介護や生活支援の担い手が必要になります。 

高齢者に質の高いサービスを提供し、自立した生活を支援していくために、介護人材の

確保を目指し検討を進めます。 

特に、介護職のイメージアップについては市内介護保険事業者も必要性を強く感じてい

る現状があり、学校における福祉教育の充実や適切な情報提供等を通し、積極的に取り組

んでいく必要があります。 

また、介護職員の安定した雇用や、法に基づく福利厚生制度、スキルアップに取り組む

ことのできる環境づくりへの支援が必要です。 

そのため、現在実施している介護従事者新任職員研修を継続し、加えて被雇用者・雇用

者双方を対象とする相談窓口の設置等、職場環境の改善のための取組について、関係者の

意見を取り入れながら検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

①介護従事者新任職員研修                 【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

介護サービスの質の向上を図るため、主に中小事業所の新任職員を対象とした、基本

的な介護技術や医療知識等についての研修を行います。 

 

【目標値】 

目標値の項目 
実績・見込み 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延べ研修参加者数 200 人 200 人 200 人 

 

【今後の方向性】 

要介護高齢者の増加に対応するために必要な介護従事者を確保するとともに、サービ

スの質を確保していく必要があります。 

本事業は、職員向け研修の実施が困難な中小事業所において、サービスの質の確保や、

知識や技術を身につけることによる職員の定着が図られるため、継続していきます。 
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具体的な施策 事業名

①高齢者講座

②自主文化活動への支援

③市民大学の開催

④中央図書館講座の開催

⑤高齢者向けスポーツ教室の開催

⑥地域スポーツクラブ（しずおか型・総合型）の推進

⑦富士市ファミリー農園事業

⑧男女共同参画地区推進員事業

⑨起業家支援セミナー

①公立保育園・幼稚園における世代間交流事業

②小・中学校における世代間交流事業

①福祉まつり等イベントの開催

②福祉機器リサイクル事業

③福祉展・社会福祉大会の開催

④敬老会の開催

⑤小・中学校における福祉教育

⑥小・中学校における学習会の開催

⑦生涯学習分野における福祉教育

（１）生涯学習支援

（２）世代間交流の推進

（３）思いやりの心の醸成

4 社会参加への環境づくり 

 推進施策４－１ 生きがいづくり  

高齢者が、学習活動や趣味、スポーツなど、自主的な活動を楽しむ機会を提供します。

また、地域社会で活動する各種団体への支援や若年層との世代間交流を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生涯学習支援 

年齢を問わず自ら学ぶこと、活動すること、さらにこれらの機会を活用してコミュニケ

ーションの拡大を希望する人を支援する施策を推進します。 

そのために、各種学習や活動についての情報や機会の提供、趣味活動や地域社会におい

ての活動の機会の提供、スポーツ活動の機会や環境の整備、農業活動の場所や機会の提供

を行います。 

 

①高齢者講座                       【担当：まちづくり課】 

【事業概要】 

高齢者の生きがいづくりや仲間づくりを目的とした講座を継続して開設していきます。 

また、講座を通して高齢者がまちづくりセンターを利用して主体的な学習ができるよう

活動の支援をしていくとともに、定年後世代が地域活動へ積極的に参加できるよう人材

の発掘・育成に注力していきます。 
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【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

高齢者講座の参加者数 2,263 人 2,494 人 2,285 人 2,900 人 2,900 人 2,900 人

 

【今後の方向性】 

健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりを目的とした講座の開催を継続していきます。

また、男性の参加を促す講座の企画に努めるほか、成人全般を対象にした講座や子ども

たちと関わる異世代交流などに、高齢者が参加しやすい講座を開催し、受講生の中から、

講座の講師を担う人材や地区まちづくり活動に積極的に参加する人材の発掘、育成を図

ります。 

まちづくりセンター懇話会などを活用し、住民ニーズを把握し、地区における課題解

決に向けた講座を開設していくとともに、介護保険課や地域包括支援センターなどの庁

内関係各課、地区福祉推進会などの地区団体等と連携して、講座の充実を目指します。 

 

 

②自主文化活動への支援                  【担当：文化振興課】 

【事業概要】 

文化は心に癒しや潤いを与え、感性を豊かにし、生きる喜びをもたらします。高齢者

をはじめ多くの市民に、感動や喜びを与えられる機会を提供し、また市民の自主的な文

化活動の活性化を図るため、引き続き文化芸術活動の拠点となる文化会館（ロゼシアタ

ー）の活用を推進していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ロゼシアター 

利用者数 
415,244人 466,542人 450,000人 450,000人 460,000人 460,000人

 

【今後の方向性】 

急速な少子高齢社会が進む中、文化を担う人材の育成や次代の芸術家の育成が大きな

課題となっています。文化振興基本計画においては、施策の一つとして若者や子どもを

対象にした事業を推進していくこととしていますが、高齢者層を含め引き続き市民の文

化活動を支援していきます。 
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③市民大学の開催                      【担当：社会教育課】 

【事業概要】 

前期ミニカレッジは、幅広い分野において専門知識に精通している教授陣や地域有識

者と連携を図り、高度で有益な学習機会を市民に提供していきます。 

後期講演会は、幅広い分野で知識・教養を深めようとする市民の意欲に応え、様々な

分野で活躍する著名な講師を招いて講演会を開催し､受講した市民が自己を見つめ、より

豊かな人生について考える機会とします。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

受講者数 － － 1,076 人 1,025 人 1,025 人 1,025 人

 

【今後の方向性】 

前期ミニカレッジについては、学んだことを地域社会で活かすことのできる場の提供

や仕組みづくりが、さらに必要となります。 

後期講演会については、高齢者が関心のあるテーマを講演会に組み入れ、日々の生活

をいきいきと過ごすためのきっかけづくりとなるよう、検討していきます。 

 

 

④中央図書館講座の開催                   【担当：中央図書館】 

【事業概要】 

「古文書解読講座」「富士文庫特別コレクションを知る講座」等、高齢者に関心が高く、 

生涯学習のきっかけとなる内容の講座を企画、開催します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

古文書解読講座 

（初級・中級）受

講者数 

51 人 56 人 55 人 90 人 90 人 90 人

富士文庫特別コレ

クションを知る講

座受講者数 

40 人 40 人 38 人 － － － 

 

【今後の方向性】 

継続して高齢者向けの講座を開催し、受講修了者が個人又はグループで自主的に活動

していけるよう取り組みます。また、市民の生涯学習への関心が高まるようリーフレッ

ト等を作成し情報発信をしていきます。 
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⑤高齢者向けスポーツ教室の開催             【担当：スポーツ振興課】 

【事業概要】 

さわやか健康体操教室では、リズム体操やストレッチを中心に、高齢者がいきいきと

生活できるよう、継続して教室を開催します。また、身近で快適に運動できる機会を持

続するため、地域で自主グループによる運営ができるところは、自主運営に切り替えて

いきます。歩く一万歩コースについては、要望があった全地区に整備したため、看板等

の補修を行っていきます。 

 

【目標設定】 

項  目 
目標値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

スポーツ教室自主グループ数 2 3 4 

 

【今後の方向性】 

より身近に運動できる場所をつくるため、各地域で自立した運営ができるよう支援し

ていきます。 

 

 

⑥地域スポーツクラブ（しずおか型・総合型）の推進   【担当：スポーツ振興課】 

【事業概要】 

国の生涯スポーツに対する動向が変化している中、地域スポーツクラブ等についても、

今後影響を受ける部分がありますが、地域スポーツクラブと高齢者双方に、相互の情報

を伝えながら、だれもが・いつでも・いつまでも体を動かす機会を増やすよう努めます。 

また、新たにレクリエーション協会の活動がはじまり、高齢者が楽しく体を動かす、

体力を維持する場の提供のひとつとして期待されます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

活動団体数 4 団体 4 団体 4団体 3団体 3団体 3 団体

 

【今後の方向性】 

地域の特性を活かし、本市の地域資源を有効利用しながら活動が進められるよう支援

をしていきます。新たに設立する団体及び既存の団体の発展のために情報を収集、提供

し、啓発を進めるとともに、より効果的で効率のよい事業ができるよう支援します。ま

た、「しずおか型」から「総合型」への移行を推進、支援します。 

 

 



113 

 

⑦富士市ファミリー農園事業                   【担当：農政課】 

【事業概要】 

野菜や花等の栽培を通じて、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深ること

を目的に、市が所有者から農地を借り上げ、農園として整備し、貸付けします。（１区画

30 ㎡～50 ㎡） 

 

【今後の方向性】 

農業は、ある程度の経験を重ねることで、楽しみも増えていく一面があり、健康であ

ればいつまでも続けることができます。そのため、より多くの人の体験を促し、高齢に

なっても継続可能な生きがいづくりや、野菜を取り入れた健康的な食生活の構築等に寄

与することを目指します。 

 

 

⑧男女共同参画地区推進員事業         【担当：多文化・男女共同参画課】 

【事業概要】 

男女共同参画地区推進員が、地域の様々な年代の人を対象に、男女共同参画の視点に

立った講座を開催し、男女共同参画の意識啓発を進めます。 

 

 

⑨起業家支援セミナー                   【担当：産業政策課】 

【事業概要】 

f-Biz egg における創業支援セミナー事業及び窓口相談事業を実施します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

起業者数（累計） 12 人 34 人 58 人 24 件 48 件 72 件

※H23 からの累計            ※H27 年からの累計 

 

【今後の方向性】 

起業家支援セミナーの受講者や目標値とする起業者数は高齢者のみを対象としたもの

ではありませんが、定年直後に自分の経験や能力を活かした起業を志すニーズがあるた

め、それを支援していきます。 

民間活力を高め、企業 OB 等の活躍の場を広げていくためには、地域における創業者を

支援し、地域の開業率を引上げ、雇用を生み出し、産業の新陳代謝を進めることが重要

です。 
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（２）世代間交流の推進 

高齢者の活力の向上、高齢者がもつ知恵や知識の伝承、地域での交流の活性化のために、

高齢者と児童・生徒との世代間交流を推進します。 

 

①公立保育園・幼稚園における世代間交流事業       【担当：こども保育課】 

【事業概要】 

公立保育園・幼稚園で行われる行事への高齢者の招待、また、園児による高齢者施設

への訪問を相互に行うもので、全園において実施しています。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

保育園の高齢者施設訪

問回数（全 19 園） 
35 回 49 回 10 園 50 回 50 回 50 回 50 回

幼稚園の高齢者施設訪

問回数（全 11 園） 
30 回 31 回

6 園 22 回

(訪問外 23 回)
22 回 22 回 22 回

 

【今後の方向性】 

近隣の高齢者との日常的なかかわりを、積極的に取り入れていく方法を検討します。 

 

②小・中学校における世代間交流事業            【担当：学校教育課】 

【事業概要】 

ふれあい協力員制度を通し、高齢者が積極的に、授業への参加や登下校の安全確保な

どを行うことにより、世代間の交流を深めるとともに、高齢者が存在感を得て、いきい

きと生活するきっかけにしていきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

小・中学校（43校）

の事業実施率 
76.70％ 88.40％ 90％ 93％ 93％ 93％

 

【今後の方向性】 

団塊の世代を地域の人材と捉え、児童生徒の安全確保の活動への協力はもちろんのこ

と、授業での講話や技術的指導等、児童生徒を直接指導するゲストティーチャーとして

の活動など、活躍できる場を提供していきます。 



115 

 

（３）思いやりの心の醸成 

高齢者を見守り、支援する市民を育成するために、福祉に関連する各種イベントの開催

による市民の福祉に対する理解の促進、小・中学生からの福祉教育の充実、市民への福祉

教育の充実に努めます。 

 

①福祉まつり等イベントの開催                【担当：障害福祉課】 

【事業概要】 

ノーマライゼーションの理念に基づき、あらゆる人が気軽に心地よくふれあえる場を

創出し、福祉への理解を深めるため、毎年 10 月に市民福祉まつり、12 月に障害者週間

記念事業を実行委員会方式により実施します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

イベント開催回数 2 回 2 回 2 回 2回 2回 2 回

 

【今後の方向性】 

年々来場者が増加していることから、退職後の高齢者がボランティアとして参加でき

るよう周知を行い、これからも年代や障害の種別に関係なく交流ができ、福祉への理解

を深める場として継続的な開催を目指していきます。 

 

 

②福祉機器リサイクル事業                  【担当：障害福祉課】 

【事業概要】 

不要になった福祉機器等を譲りたい人と、それを必要とする人に対して必要な情報を

提供することにより、在宅介護の軽減と福祉機器の有効活用を図ります。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

福祉機器リサイク

ル登録件数 
26 件 43 件 45 件 38 件 38 件 38 件

 

【今後の方向性】 

事業は定着し、利用実績は上がってきています。まだ使用可能な福祉機器を有効活用

しようという事業であり、エコロジーの観点からも、さらなる充実に努めます。 
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③福祉展・社会福祉大会の開催                【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

福祉に対する理解が深まるよう、高齢者や障害者の作品の展示、福祉の増進に貢献し

た人を表彰するものです。 

福祉展では、高齢者、障害児（者）が作成した多数の作品を展示しています。 

社会福祉大会では、社会福祉に多大な功績があった人に感謝状の贈呈を行うとともに、

体験発表及び記念講演を実施しています。 

今後も、市民の福祉への関心を高める啓発事業として、継続的に実施します。 

 

【今後の方向性】 

引き続き実施していき、福祉の啓発を図ります。 

 

 

④敬老会の開催                       【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

毎年 6 月 15 日現在、住民基本台帳に記載され、かつ当該年度末現在で満 77 歳以上の

人を対象とし、地区町内会連合会又は社会福祉施設ごとに、地区町内会連合会、社会福

祉法人等に委託して敬老会を開催します。 

 

【今後の方向性】 

さらなる少子高齢化の進展による高齢者人口の増加や、経済の低迷による市税の減収、

介護保険を含む福祉サービス費用の増加が予測される中、市の財政状況を踏まえた開催

費用や、個人の価値観や地域コミュニティの変化など環境変化を考慮した上で、その時

代に即した敬老事業のあり方等を検討していきます。 

 

 

⑤小・中学校における福祉教育                【担当：学校教育課】 

【事業概要】 

小・中学生と地元住民を対象に、以下の活動を進め、共に支え合う社会の構築と市民

意識の熟成を図ります。 

①行事参加による福祉意識の啓発（敬老会等） 

②ボランティア活動への参加（老人施設等） 

③学校行事への高齢者の招待（運動会、児童会活動等） 

④授業での福祉教育推進（総合、教科、道徳等） 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

２つ以上の事業を実践する

小・中学校（43校）の割合 
100％ 97.70％ 100％ 100％ 100％ 100％
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【今後の方向性】 

学校行事への高齢者の招待と地域行事への児童生徒の参加などの相互交流を深めてい

きます。 

また、ボランティア活動への参加などの福祉教育推進に努め、さらなる地域と学校と

のつながりの強化を図ります。 

 

 

⑥小・中学校における学習会の開催            【担当：社会福祉協議会】 

【事業概要】 

学校と地区福祉推進会をはじめとした地域の団体や組織が共に知恵を出し合い連携を

取りつつ、子どもたちの福祉教育を支える仕組みづくりを行います。 

そのために、福祉教育プログラムの提案等といった学校に対する積極的な情報提供や、

担当者連絡会を通じた声をかけやすい双方向の関係づくりを引き続き進めていきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

学校での学習会等開催回数 10 回 13 回 14 回 15 回 16 回 17 回 

※次期地域福祉計画策定に伴い変更される場合があります 

【今後の方向性】 

団塊の世代が地域で過ごす時間が多くなっていく中で、そのような人たちを巻き込み、

学校・地区福祉推進会をはじめとした地域の団体や組織と共に、次世代を担う子ども達

の手本として、福祉教育の推進を図ります。 

 

 

⑦生涯学習分野における福祉教育              【担当：まちづくり課】 

【事業概要】 

全まちづくりセンターにおいて、福祉全般に対する認識の向上を目的とした各種講座

を開催します。 

 

【今後の方向性】 

庁内関係各課や地区福祉推進会などと連携を図り、生涯学習分野における福祉教育の

充実に向けた講座を検討するとともに、まちづくりセンター懇話会などを活用して、住

民ニーズを把握し、地区における課題解決に向けた講座を開催します。 
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具体的な施策 事業名

①高齢者等に対応した住宅の整備・改善の誘導

②高齢者の住宅相談と居住支援

③高齢者等に対応した市営住宅の供給

①公共交通ネットワークの整備

②ひまわりバスの運行支援

③超低床ノンステップバスや小型バスの導入

④富士駅周辺地区バリアフリー基本構想の推進

⑤道路の段差解消・歩道新設・バリアフリー化

⑥公園・緑地の整備・バリアフリー化

⑦外出支援サービス

（１）高齢者が安心して生活できる住宅の整備

（２）高齢者等が外出しやすい環境の整備

5 暮らしやすいまちづくり 

 推進施策５－１ 住居・生活環境の整備  

高齢者の生活環境が充実するよう、住宅のバリアフリー化の促進、助成制度の情報提供、

地域で生活できる住宅や公共施設の整備、外出手段の確保を推進します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）高齢者が安心して生活できる住宅の整備 

在宅で生活する高齢者にとって暮らしやすい住環境を整備するための支援を推進します。 

そのために、住宅等に関する情報提供の充実、市営住宅・民間住宅の改善の推進、住宅整

備資金貸付制度の利用促進に向けた情報提供を行います。 

 

①高齢者等に対応した住宅の整備・改善の誘導         【担当：住宅政策課】 

【事業概要】 

国が策定した「高齢者が居住する住宅の設計に関する指針」などに基づいた、高齢者

や障害者が居住する住宅の整備・改善のための設計上の配慮について周知するよう努め

ます。 

 

【今後の方向性】 

持家・借家を問わず、住宅のバリアフリー化は不十分であり、身体機能の低下によっ

て住宅内での生活が継続できなくなる場合があります。高齢化が進行する中で、高齢者

が在宅で安全に日常生活を送ることができるよう、加齢対応構造等を備えた住宅の整備

に関する情報提供を行っていきます。 
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②高齢者の住宅相談と居住支援                【担当：住宅政策課】 

【事業概要】 

住まいに関する連絡会を開催し、窓口の一元化、情報の共有化を進めます。また、今

後ますます増加する高齢者の居宅支援について、情報の提供と住宅相談の充実に努め

ます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

住まいに関する連絡

会開催数 
1 回 1 回 3 回 1回 1回 1 回

 

【今後の方向性】 

高齢者に配慮した住まいづくりの相談や民間賃貸住宅の情報提供を幅広く実施してい

きます。 

 

 

③高齢者等に対応した市営住宅の供給            【担当：住宅政策課】 

【事業概要】 

平成 26 年度まで既存市営住宅を高齢者に対応した住戸に改善する事業を実施してき

ましたが、市営住宅供給計画を見直し、既存の市営住宅を高齢者に配慮したバリアフリ

ー化された住宅に改修していく団地再生事業を実施していきます。 

 

年度別に次の施策を進めます。 

平成 27 年度…入居者へ仮移転の説明、外構設計委託 

平成 28 年度…全面的改善工事 

平成 29 年度…全面的改善工事、外構整備、仮移転者の戻り入居 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

市営住宅の 

バリアフリー化率 
35.2％ 39.8％ 42.4％ 45.0％ 48.0％ 53.0％

 

【今後の方向性】 

人口・世帯数の減少及び住宅市場の動向など社会情勢の変化により、市営住宅供給計

画を見直し、建て替えから既存ストックの改善による長寿命化を図っていきます。 
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（２）高齢者等が外出しやすい環境の整備 

高齢者が外出時に安心して行動できるよう、公共交通や都市基盤の整備を推進します。 

そのために、高齢者の外出支援のための交通体系の確立、移送支援の充実、道路、公園等

のバリアフリー化を推進します。 

 

①公共交通ネットワークの整備                【担当：都市計画課】 

【事業概要】 

平成 25 年 2 月に策定した「富士市バス路線再編計画」に基づき、バス事業者と協議･

調整を行いながら、既存バス路線の再編（運行本数の増便、わかりやすいダイヤへの改

正など）に着手しました。 

次期計画期間は、富士駅～吉原中央駅系統など、いわゆる「幹線」・「準幹線」として

位置づけている路線の再編を予定しており、段階的に現地で試行（社会実験）を行い、

影響や効果を検証しながら、便利で使いやすいバスサービスの実現を目指していきます。 

 

【今後の方向性】 

便利で快適な公共交通ネットワークの整備によって、高齢者等がクルマ利用から公共

交通や徒歩など、適度な身体運動を伴う交通手段の利用へと転換し、これによって個人

の健康が良好になることで、社会保障費等が減少するという研究結果があります。 

都市基盤整備、土地利用、医療、福祉、商業振興などの諸計画、及びそれらに属する

諸施策を組み合わせ、トータルな視点で考えていくことが重要であり、これによって効

率的な財政運営の実現に努めていきます。 

 

 

②ひまわりバスの運行支援                  【担当：都市計画課】 

【事業概要】 

中心市街地には、医療・福祉施設などの都市機能が集積しており、高齢者にとって暮

らしやすい生活環境を実現することができるため、ひまわりバスを運行する民間交通事

業者を支援し、きめ細やかな「暮らしの足」を維持・確保します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

路線数 4 路線 4 路線 4路線 4路線 4路線 4 路線

 

【今後の方向性】 

中心市街地には、医療・福祉施設などの都市機能が集積しており、引き続き、ひまわ

りバスを運行する民間交通事業者を支援するとともに、より便利なルート・ダイヤへの

見直し・改善を要請するなど、さらなる利便性の確保と向上に努めていきます。 
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③超低床ノンステップバスや小型バスの導入          【担当：都市計画課】 

【事業概要】 

事業者の計画的な超低床ノンステップバスや小型バスの導入、待合施設の充実など、

周辺利用環境の整備と一体となったバリアフリー化の促進を事業者に要請するとともに、

引き続き、補助金等による支援を実施していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

導入台数 0 台 3 台 0 台 2台 1台 1 台

 

【今後の方向性】 

路線バスをはじめとした公共交通は、高齢者等が日常生活を送る上で欠かせない「移

動」を確保するという役割を果たしています。 

超低床ノンステップバスや小型バスの導入のみにとどまることなく、待合施設の充実

など周辺利用環境の整備と一体となったバリアフリー化の促進を事業者に要請するとと

もに、外出を敬遠していた高齢者の積極的な外出機会の創出のため、引き続き補助金等

による支援を実施していきます。 

 

 

④富士駅周辺地区バリアフリー基本構想の推進         【担当：都市計画課】 

【事業概要】 

基本構想に記載された特定事業を推進するため、平成 26 年に特定事業計画が策定され

ました。平成 27 年度以降、特定事業計画に基づき事業化をしていきます。 

 

【今後の方向性】 

平成 32 年度までに特定事業計画が実施され、富士駅周辺地区がバリアフリー化される

ことで、利便性の向上が期待されます。本市では、平成 16 年度に策定した新富士駅周辺

地区交通バリアフリー基本構想において、富士市全域を視野に入れたバリアフリー化を

図ることを基本方針としており、平成26年2月に策定した都市計画マスタープランでは、

誰もが住みたい・住み続けたいと思えるまちづくりを基本理念としています。これらを

踏まえ、地区の特性等に配慮したバリアフリー化を今後も継続して進めていきます。 

 

 

⑤道路の段差解消・歩道新設・バリアフリー化         【担当：街路整備課】 

【事業概要】 

平成 26 年度に策定予定である、富士駅周辺地区バリアフリー道路特定事業計画に基づ

き、歩道詳細設計を行い、順次整備を進めていきます。 
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【目標設定】 

 

 

 

【今後の方向性】 

富士駅周辺地区バリアフリー計画は、基本構想によって定めた対象路線を、平成 32

年度までに整備します。 

 

⑥公園・緑地の整備、バリアフリー化            【担当：みどりの課】 

【事業概要】 

高齢者などが外出しやすい環境を整備するために、誰もが利用できるユニバーサルデ

ザインに配慮した公園・緑地を整備するものです。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

公園整備面積 208.1ha 208.3ha 209.9ha 210.0ha 210.2ha 210.3ha

ユニバーサルトイレ設置数 28 箇所 35 箇所 35 箇所 36 箇所 37 箇所 38 箇所

 

【今後の方向性】 

高齢者等の利用に配慮した公園施設としていくことがますます求められています。し

かし、維持管理に多くの費用が費やされ、既存のトイレ、駐車場、園路などの改修費用

の確保が難しくなっていることから、利用状況や公園の長寿命化修繕計画にあわせた既

存施設の再整備を進めていきます。 

 

⑦外出支援サービス                   【担当：高齢者介護支援課】 

【事業概要】 

65 歳以上で要介護 4～5 の認定を受けており、一般の交通機関を利用することが困難

な高齢者に対し、在宅高齢者の自宅と医療機関・公共施設の間、又は医療機関と医療機

関の間の移送用車両の料金を助成します。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用人数 424 人 390 人 410 人 420 人 420 人 420 人

 

【今後の方向性】 

近年では利用者が減少傾向にありますが、一般のタクシーを利用することができない

高齢者の交通手段を確保するため、事業を継続して実施します。 

項  目 
目標値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

歩道改修延長 

（富士駅周辺地区） 
歩道詳細設計 歩道詳細設計 

歩道改修（施工箇

所、延長等未定） 
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具体的な施策 事業名

①「富士市地域防災計画」に基づく避難誘導体制の確立

②自主防災組織の育成と支援

③避難場所の整備

④災害時の受け入れ施設の確保

⑤災害時要援護者支援計画の推進

⑥避難生活において健康と安全を確保するための方策の充実

⑦住宅防火診断

⑧住宅用火災警報器の設置促進

（２）防犯対策の推進 ①悪質商法防止の啓発活動

（３）交通安全の推進 ①交通安全教育

①応急手当普及啓発活動

②普通救命講習

（１）防災・防火対策の推進

（４）救急時における対応力の向上

 推進施策５－２ 安心して暮らせる環境の整備  

緊急時に高齢者の生命・財産等を守れるよう、災害発生時の高齢者の安全確保のための

防災・防火体制の充実、防犯や交通安全の意識向上に向けた啓発・教育活動の充実を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）防災・防火対策の推進 

風水害や地震、火災等の発生に備えて、地域社会における防災体制や高齢者の避難受入

れ体制の整備を推進します。 

そのために、地域防災計画に基づく避難誘導体制の確立や自主防災組織の育成、災害発

生時の高齢者の受入れ施設の確保、住宅の耐震化や防火対策の促進に努めます。 

 

①「富士市地域防災計画」に基づく避難誘導体制の確立   【担当：防災危機管理課】 

【事業概要】 

災害発生時や緊急時の対応を地域で行うための体制確立に向けて、防災講座や各種講

演会を実施し、避難誘導マニュアル等の情報を提供、学習します。 

また、津波浸水想定区域や土砂災害危険区域などに居住する人は、より早い避難が必

要になるため、正しい防災知識や、情報の取得方法、避難先などをワークショップや訓

練で周知するとともに、要援護者対策についても啓発していきます。 
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②自主防災組織の育成と支援               【担当：防災危機管理課】 

【事業概要】 

災害に対する住民の意識啓発を図るため、防災講座や各種講演会を実施します。 

各地域の自主防災組織とともに、高齢者の防災意識の向上と、地域住民の防災訓練へ

の参加を促進します。 

地震、津波、土砂災害、富士山噴火など、それぞれの自然災害から身を守るための行

動等について周知・確認し、自助の意識を高めます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

防災講座等の開催回数 82 回 103 回 － 現状維持 － － 

 

【今後の方向性】 

継続して防災講座などで災害に対する住民意識の向上に向けて啓発に努めていきます。 

 

 

③避難場所の整備                    【担当：防災危機管理課】 

地震や、津波、風水害などの災害発生時にリスクから身の安全を守る避難場所の整備

を行います。 

 

 

④災害時の受け入れ施設の確保                【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

災害発生時に高齢者等の災害時要援護者の受け入れが可能な施設（入所系施設、通所

系施設）の確保に向けて、福祉施設等と協定を締結するものです。 

施設への避難者のための食料品や日用品の備蓄を進めていきます。 

 

【今後の方向性】 

高齢化が進み、福祉避難所の需要が増すことが想定されるため、市内の協定施設との

連携を強化するとともに、他市の施設への避難についても検討していきます。 

 



125 

 

⑤災害時要援護者支援計画の推進               【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

「災害時要援護者支援計画」に基づく災害時要援護者情報の把握のため、「災害・緊急

支援情報キット」の配布を行います。 

町内会（区）の協力のもと「災害・緊急支援情報キット」の募集・配付を行います。

また、広報やパンフレットの回覧などを定期的に行い、「災害・緊急支援情報キット」の

啓発を行います。 

 

【今後の方向性】 

高齢化が進むことで、災害時に支援を必要とする人が増えることが予想されるため、

災害時要援護者を地域で把握し、支援する体制を築いていきます。 

 

 

⑥避難生活において健康と安全を確保するための方策の充実   【担当：健康対策課】 

【事業概要】 

災害時に高齢者が避難生活を続けることで予測される感染症や生活不活発病などの疾

病予防のため、生活環境整備や保健衛生指導が必要となります。平常時から災害時の備

えとして、住民への啓発を行います。また、被災者への健康相談や精神面のケアを行う

ため、職員の資質向上に努めていきます。 

 

 

⑦住宅防火診断                       【担当：消防予防課】 

【事業概要】 

ひとり暮らし高齢者が生活している住宅を直接消防職員が訪問し、防火診断を実施し

ます。火災予防に関する指導のほか、直接対話をすることで防火意識の向上や安心感を

高めることを目指します。さらに災害弱者の状況を消防が把握することは、警防・救急

活動時の有効な情報となります。 

 

【実績】 

項  目 
実績・見込み 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

受診率 

＝実施世帯数／対象高齢者世帯数 
57.00％ 59.00％ 60.00% 

 

【目標】 

項  目 
目標値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

防火診断適合率 
＝適合診断項目/診断項目 

80% 85% 90% 

※診断による火災予防効果の向上を目指し、目標項目を改めました。 
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【今後の方向性】 

防火診断の対象となる、ひとり暮らし高齢者の増加が予想されることから、対象者年

齢の引上げや、実施期間の延長等実施方法の見直しについて検討していきます。 

 

⑧住宅用火災警報器設置の促進                【担当：消防予防課】 

【事業概要】 

ひとり暮らし高齢者が生活している住宅における住宅用火災警報器の設置を促進し

ます。住宅用火災警報器の設置率は順調に推移していますが、さらに基準どおりの設置

を推進するとともに、点検や維持管理の方法について重点的に防火診断で指導していき

ます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

設置率＝設置世帯

数／調査世帯数 
68.00％ 70.00％ 84.00％ 85％ 87％ 89％

 

【今後の方向性】 

住宅用火災警報器本体の寿命は 10 年となっているため、義務化から 10 年を経過する

平成 31 年（新築住宅は平成 28 年）頃から、期限切れの機器の交換指導や周知をしてい

きます。 
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（２）防犯対策の推進 

高齢者を犯罪から守るために、高齢者を対象とした防犯に関する情報提供や意識啓発の

充実、「高齢者見守り支援ネットワーク」の整備を推進し、民生委員児童委員、地域包括支

援センターと消費生活センターの連携強化に努めます。 

 

①悪質商法防止の啓発活動                  【担当：市民安全課】 

【事業概要】 

直接高齢者等に話をすることができる消費者啓発講座をより一層充実させ、高齢者の

集まりだけでなく、地域の民生委員や介護事業者の集まりにも積極的に出向き啓発講座

を行います。 

また、70 歳以上の高齢者世帯に消費生活センターの紹介チラシ等を配布し周知を行う

とともに、地域包括支援センターに対し、その時々に多発している高齢者の被害事例を

紹介して注意を呼びかけます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

消費者啓発 

参加人数 

（60 歳以上） 

466 件 630 件 400 件 650 件 700 件 750 件

 

【今後の方向性】 

高齢者の消費者被害が急増する中で、消費生活相談において高齢者への対策を検討し

ていかなければなりません。消費者被害対策において も重要なことは、早く被害に気

づき、適切な窓口に相談することです。しかし、高齢者の中には、被害に遭っているこ

とに気づきにくい人、またどこに相談したらよいかわからない人が多くいることから、

周囲の人たちの見守りによって被害に気づき、早急に消費生活センターなどの適切な窓

口に繋げることが大切です。 

そのために、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、民生委員児童委員等との

連携を強化し、見守り体制の強化を図ります。 
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（３）交通安全の推進 

増加している高齢者関連の交通事故（加害・被害とも）抑制のために、高齢者を対象に

した交通安全教育を推進します。また、富士市交通安全対策協議会内の関係団体と連携し、

交通安全対策を推進します。 

 

①交通安全教育                     【担当：市民安全課】 

【事業概要】 

交通安全教育のため、警察や交通安全協会などの諸機関団体との協働による交通安全

教室の実施、各地区交通安全協会分会と協働した、引きこもりがちな高齢者に対する家

庭訪問等による交通安全指導、声かけ及び免許証返納者に対する運転経歴証明書取得に

係る費用の助成を実施していきます。 

 

【実績】 

項  目 
実績・見込み 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

交通安全教室開催数 166 回 152 回 160 回 

【目標】 

項  目 
目標値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

交通安全教室受講者数 3,000 人 3,000 人 3,000 人 

※開催数については目標を十分に達成したため、目標項目を受講者数へと改めました。 

【今後の方向性】 

免許証の自主返納については、返納した後の高齢者の移動手段の確保、商店での優待

制度などの「お得感」を提供する必要があります。交通安全対策としてだけでなく、バ

ス路線など公共交通機関網の整備、福祉施策としてのタクシー・バスの割引券・回数券

の提供、商店での買い物の際の割引制度などの、総合的な対応を検討していきます。 
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（４）救急時における対応力の向上 

急病などの高齢者の救命率の向上のために、緊急時の高齢者への応急対応技術の普及に

努めます。また、救急車を必要とする市民が円滑に利用できるように、救急車の適正利用

の促進に努めます。 

 

①応急手当普及啓発活動                   【担当：警防課】 

【事業概要】 

高齢者割合及び救急需要は増加の一方であるため、高齢者介護従事者である施設職員

及び地域住民に救命手当の重要性・必要性を広報し受講を呼び掛けます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

応急手当普及員養成

講習受講者数 
32 人 37 人 39 人 35 人 35 人 35 人

 

【今後の方向性】 

介護施設、事業所別普及員は着実に増加している現状を踏まえ、長期的には自主防災

会等コミュニティ単位での受講者に主眼を置き、救命効果の向上に努めます。 

 

 

②普通救命講習                       【担当：警防課】 

【事業概要】 

近年の高齢社会、災害の複雑化・多様化により自助・共助が求められる時代において、

市民が要望する救急講習は多種にわたっています。今後も普通救命講習の受講を継続し

て呼び掛けるとともに、応急手当普及員による講習を広く市民に実施していきます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

普通救命講

習受講者数 
2962 人 2531 人 2800 人 3,000 人 3,100 人 3,200 人 

 

【今後の方向性】 

超高齢社会を迎え、救急需要の増加は避けられません。有事の際に対応できるよう、

一人でも多くの市民に普通救命講習を中心とした救急講習の受講を呼びかけ、救命効果

の向上を図ります。 
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推進施策 事業名

①富士市福祉計画推進会議の開催

②富士市介護保険運営協議会の開催

推進施策６－１
計画の実施及び進捗状況の把握

6 推進体制の充実 

 推進施策６－１ 計画の実施及び進捗状況の把握  

毎年度、計画の実施及び進捗状況の確認を行い、富士市福祉計画推進会議や富士市介護

保険運営協議会に報告し、評価を行います。 

 

 

 

 

 

①富士市福祉計画推進会議の開催              【担当：福祉総務課】 

【事業概要】 

本市の福祉施策の推進を図るため、本市で策定された各福祉計画の進捗状況、重要な

福祉施策の実施について、委員から意見を伺います。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 2 回 2 回 2 回 2回 2回 2 回

 

【今後の方向性】 

引き続き会議を定期的に開催し、各福祉計画の進捗状況、重要な福祉施策の内容など

に対して、委員から質問や意見を伺い、施策に反映していきます。 

 

 

②富士市介護保険運営協議会の開催              【担当：介護保険課】 

【事業概要】 

本市の介護保険事業の適正かつ円滑な運営を図り、被保険者代表・介護サービス事業

者・健康保険組合・有識者からなる委員に、事業の進捗状況等を報告し、評価や提言を

受けます。 

 

【実績・目標】 

項  目 
実績・見込み 目標値 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 3 回 4 回 7 回 3回 4回 7 回

 

【今後の方向性】 

限られた時間の中で実りある議論を行うために、資料の提示方法や議題の選定等を工

夫していきます。 
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推進施策 事業名

推進施策６－２
計画を推進するための調査研究

①個人情報の取り扱いについて

 推進施策６－２ 計画を推進するための調査研究  

本計画に記載している各種事業を推進するために、国の制度の的確な把握など、より効

果的な施策展開のための先進事例の調査研究の実施に努めます。 

 

 

 

 

 

①個人情報の取扱いについて     【担当：高齢者介護支援課・介護保険課】 

【事業概要】 

地域包括ケア体制を構築するためには、関係各所が円滑に連携できる基盤づくりが必

要であり、個人情報に関する統一的な取扱いが重要です。地域包括ケアを行うためには、

自治体や介護保険事業所、医療機関や民間団体、民生委員児童委員や近所の人など、多

くの立場の関係者が互いに連携を取り合い、情報を共有しながら高齢者を支援していく

必要があります。しかし、支援が適切に提供されることと同時に、関係者の個人情報が

保護されていなければなりません。 

現在の本市の状況としては、行政機関や介護保険事業所が各自で利用者の個人情報保

護に取り組んでいますが、個人情報保護法やガイドライン（『医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』）の解釈について戸惑いを感じてい

る関係者も少なくありません。この状況を改善し、連携を促進していくために、保険者

である本市がリーダーシップをとり、関係各所との意見調整を行いながら、円滑な情報

共有のための支援を行っていきます。 
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第 6章 介護保険サービスと地域支援事業 

1 被保険者数・要介護認定者数の見込み 

 

（１）被保険者数の見込み 

本市の被保険者は、平成 24 年以降増加傾向となり、平成 29 年の被保険者数は 161,243

人となり、さらに平成 37 年には 178,129 人となることが見込まれます。 

 

 

 

 

図表 6-1 被保険者数の見込み（各年９月末日現在）
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（２）要介護認定者数の見込み 

 

要介護認定者数は、高齢者数の増加に伴い増加傾向が続くことが想定されます。 

平成 21 年から平成 26 年の実績を基に、性別、介護度別、年齢別に推計し、積み上げ

たものです。推計によると、平成 27 年からの 3 年間で 1,061 人増加し、平成 29 年には

10,881 人となり、さらに平成 37 年には 14,195 人となることが見込まれます。 

また、要介護認定者の合計数における要介護度別割合は、要介護３では小さくなると

見込まれますが、その他の介護度では割合が大きくなると見込まれます。 

 

 

 

 

図表 2-11 【再掲】要介護認定者数と要介護認定率の変化（各年 9月末現在）

 

  

 

 

 

 

実績← →推計 
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2 介護保険給付の状況 

（１）施設・居住系サービスの状況 

施設・居住系サービスの利用者数は、概ね横ばいか増加の傾向にあります。 

介護保険施設では、平成 29 年度までに廃止が予定されている介護療養型医療施設を除い

て、顕著な伸びとなっています。 

居住系サービスでは、特定施設は計画値を大幅に下回っています。 

 

 

 

 

 

図表 6-2 施設・居住系サービスの利用状況 

（単位：人/月）   

区   分 平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込み） 

介護保険 

施設 

介護老人福祉施設 

（地域密着型含む） 

計画 843 914 922 

実績 856 876 909 

介護老人保健施設 
計画 565 632 632 

実績 578 668 667 

介護療養型医療施設 
計画 151 151 151 

実績 150 132 122 

居住系 

サービス 

グループホーム 
計画 257 275 293 

実績 264 263 276 

地域密着型特定施設 

（29 人以下） 

計画 47 47 47 

実績 48 48 48 

特定施設 

(有料老人ホーム等) 

計画 192 208 261 

実績 165 164 180 

計 
計画 2,055 2,227 2,306 

実績 2,061 2,151 2,202 

（注）有料老人ホーム、ケアハウス等で一定の人員配置を行い、入居者に介護を提供した場合には、 

「特定施設」として介護保険給付の対象となります。 
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（２）居宅サービス利用の状況 

介護給付の居宅サービスの利用状況は、サービスによって傾向に差が見られます。 

計画値を上回る利用が見られるサービスとして、訪問介護、居宅療養管理指導、福祉

用具貸与サービスなどが挙げられます。また、訪問リハビリテーションでは利用が計画

値の半分以下となっているほかは、概ね計画値どおりの利用状況となっています。 

 

 

図表 6-3 居宅・地域密着型サービスの利用状況（介護給付） 

 

平成26年度
（見込み）

計画 51,654 54,456 56,756
実績 52,651 51,780 52,368
計画 194,806 198,168 201,529
実績 203,020 216,266 230,376
計画 9,894 10,019 10,132
実績 9,991 9,456 8,724
計画 30,600 30,811 31,022
実績 31,500 30,863 30,239
計画 8,564 9,011 9,244
実績 3,335 3,238 3,144
計画 3,220 3,320 3,396
実績 4,590 5,939 5,520
計画 317,065 323,564 330,372
実績 306,319 326,265 305,031
計画 91,038 92,972 95,250
実績 88,940 93,146 95,604
計画 67,734 68,586 69,438
実績 62,646 66,466 68,598
計画 9,081 9,264 9,446
実績 7,188 6,578 7,508
計画 28,902 29,403 29,904
実績 31,931 32,977 32,976
計画 756 792 821
実績 654 647 600
計画 734 757 780
実績 590 638 576

計画 0 132 204
実績 0 0 0
計画 120 192 204
実績 18 4 0
計画 31,344 31,657 32,045
実績 29,019 28,923 30,915
計画 3,161 3,402 3,642
実績 2,891 3,226 3,570
計画 0 204 396
実績 0 0 70

介
護
給
付

複合型サービス 人

人

認知症対応型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

小規模多機能型居宅介護

人

人

人

人

地域密着型サービス

住宅改修費

回／年

回／年

回／年

回／年

福祉用具貸与

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定福祉用具販売

人

人

平成24年度 平成25年度単位

人

居宅療養管理指導

回／年

回／年

回／年

回／年

人

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

区　分

居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

居宅介護支援
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予防給付の居宅サービスの利用状況も、サービスによって傾向に差が見られます。 

計画値を上回る利用が見られるサービスとして、介護予防支援、介護予防通所介護、

介護予防訪問入浴介護、介護予防福祉用具貸与サービスなどが挙げられます。また、介

護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護では利用が計画値の半分以

下となっているほかは、概ね計画値どおりの利用状況となっています。 

 

 

図表 6-4 居宅・地域密着型サービスの利用状況（予防給付） 

 

平成26年度
（見込み）

介護予防サービス
計画 10,476 11,124 11,766
実績 11,311 13,638 15,996
計画 4,344 4,716 5,124
実績 4,242 4,522 4,671
計画 0 0 1
実績 25 13 30
計画 1,805 2,106 2,408
実績 1,503 1,911 2,430
計画 360 449 469
実績 233 230 233
計画 173 193 213
実績 232 319 243
計画 4,858 5,442 6,029
実績 5,619 6,895 7,974
計画 1,519 1,667 1,816
実績 1,374 1,741 2,013
計画 819 983 1,147
実績 555 1,003 585
計画 54 60 67
実績 3 36 21
計画 3,384 3,808 4,232
実績 3,858 5,026 6,021
計画 170 206 220
実績 112 137 156
計画 228 254 275
実績 181 194 252

地域密着型介護予防サービス
計画 0 0 0
実績 51 107 138
計画 304 354 402
実績 261 285 291

人

回／年

予
防
給
付

人

回／年

回／年

人

人

人

介護予防小規模多機能型居宅介護

単位

人

人

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防支援

平成24年度 平成25年度

回／年

回／年

回／年

特定介護予防福祉用具販売

住宅改修

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

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

介護予防福祉用具貸与

区　分

介護予防訪問入浴介護

人

人介護予防訪問介護
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（３）地域密着型サービスの整備状況 

地域密着型サービスの施設整備を重点的に進め、特に小規模多機能型居宅介護、認知

症対応型共同生活介護は、整備が進んでいます。 

 

図表 6-5  地域密着型サービスの整備状況 

（単位：か所） 

区   分 平成 23 年度末 
第５期 

（H24～H26 年度） 

平成 26 年度末 

（見込み） 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
－

計画 1 
1

実績 1 

夜間対応型訪問介護 1
計画 0 

0
実績 △1 

認知症対応型通所介護 19
計画 3 

17
実績 △2 

小規模多機能型居宅介護 15
計画 6 

21
実績 6 

認知症対応型共同生活介護 25
計画 6 

28
実績 3 

地域密着型特定施設 

（29 人以下） 
2

計画 0 
2

実績 0 

地域密着型介護老人福祉施設 

（29 人以下） 
4

計画 2 
6

実績 2 

複合型サービス －
計画 2 

2
実績 2 

注：夜間対応型訪問介護は、新設 0か所、平成 25 年度に事業所の廃止により 1か所減少 

認知症対応型通所介護は、新設 0か所、平成 25 年度に事業所の廃止により 2か所減少 

小規模多機能型居宅介護は、新設 6か所のうち 1か所が計画外のサテライト型での整備    

 

 

（４）広域型サービスの整備状況 

地域で生活する高齢者を支援するために、必要に応じて広域型サービス施設を整備し

ます。 

図表 6-6  広域型サービスの整備状況 

 （単位：か所） 

区   分 平成 23 年度末 
第５期 

（H24～H26 年度） 

平成 26 年度末 

（見込み） 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
10

計画 1 
11

実績 1 

介護老人保健施設 6
計画 1 

7
実績 1 

介護療養型医療施設 2
計画 0 

1
実績 △1 

混合型特定施設 

（介護付き有料老人ホーム等） 
4

計画 1 
5

実績 1 

注：介護療養型医療施設は、平成 29 年度末の廃止が予定されていることから、平成 25 年度に 1 か所介護療養病

床から医療療養病床へ転換された。 
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3 介護保険サービス必要量の見込み 

介護保険サービス必要量の算定手順は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定者データ（実績） 給付実績データ（実績）

要介護（要支援）認定者の（見込み）

施設・居住系サービスの利用者数の 

見込み（地域密着型サービスを含む） 

施設・居住系サービス（地域密着型 

サービスを含む）の新規整備量・整備 

時期の見込み 

居宅サービス（地域密着型サービスを含

む）利用者対象者数の見込み 

サービス利用者の割合の見込み 

居宅サービス利用者数の見込み 

居宅サービス一人あたり利用量の想定 

居宅サービス（地域密着型サービスを 

含む）必要量の見込み 

施設・居住系サービス（地域密着型 

サービスを含む）必要量の見込み 
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（１）施設・居住系サービスの利用者数の見込み 

施設・居住系サービスは、これまでの各サービスの利用状況、入所希望者の状況、介

護保険制度の改正内容等を踏まえ、利用者数を見込みます。 

なお、介護療養型医療施設については、介護老人保険施設や介護付き有料老人ホーム

への転換を検討していきます。 

図表 6-7 施設・居住系サービス利用者見込み数     （単位：人/月）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

介護老人福祉施設
（地域密着型含む） 1,011 1,011 1,013 1,069 1,127

介護老人保健施設 686 686 689 840 840

介護療養型医療施設 112 112 112 0 0

グループホーム 277 298 307 325 361

地域密着型特定施設
（29人以下） 48 50 77 77 106

特定施設
（有料老人ホーム等） 270 303 367 367 367

2,404 2,460 2,565 2,678 2,801

区　分

介護保険施設

居住系サービス

計
 

 

利用者を受け入れる施設・居住系サービスの整備見込みは、入所希望者数の状況、事業者の

整備計画等を基に想定します。 

 

 

（２）広域型サービスの整備見込み 

地域で生活する高齢者を支援するために、これまでのサービスの利用状況、認定者数

の推計に基づき、必要に応じて広域型サービスの施設整備を進めます。 

図表 6-8 施設・居住系サービス整備見込み 

（単位：か所） 

区  分 
平成 26 年度末 

（見込み） 

第６期 

（H27～H29 年度） 

平成 29 年度末 

（見込み） 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
11 0 11

介護老人保健施設 7 0 7

介護療養型医療施設 1 △1 0

混合型特定施設 

（介護付き有料老人ホーム等） 
5 2 7

注：介護療養型医療施設は、平成 29 年度末の廃止が予定されていることから、平成 29 年度までに介護老人

保健施設等に転換され、1か所減少見込み 
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（３）居宅サービス利用量の見込み 

居宅サービスは、要介護認定者数の見込み、これまでの各サービスの利用状況、入所

希望者の状況、介護保険制度の改正内容等を踏まえ、利用者数や利用回数等を見込んで

います。 

図表 6-9 居宅サービスの利用見込み 

単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

居宅サービス

居宅介護支援 人 53,028 53,436 54,840 59,784 72,732

訪問介護 回／年 310,351 325,511 340,492 417,119 536,960

訪問入浴介護 回／年 8,287 8,306 9,342 10,712 11,580

訪問看護 回／年 40,703 42,467 44,884 50,270 64,560

訪問リハビリテーション 回／年 4,968 4,610 5,149 5,678 5,804

居宅療養管理指導 人 6,432 7,464 8,400 11,112 13,920

通所介護 回／年 336,024 289,037 299,574 343,475 414,594

通所リハビリテーション 回／年 97,126 98,704 100,643 121,952 146,975

短期入所生活介護 回／年 71,567 75,677 79,043 100,248 136,134

短期入所療養介護 回／年 3,948 2,776 1,769 1,943 2,620

福祉用具貸与 人 33,156 34,032 34,488 37,824 46,356

特定福祉用具販売 人 720 720 732 780 792

住宅改修 人 696 696 720 720 768

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人 180 240 480 720 960

夜間対応型訪問介護 人 0 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 回／年 32,539 34,825 36,661 40,933 53,936

小規模多機能型居宅介護 人 4,464 4,944 5,448 5,664 6,864

複合型サービス 人 540 756 972 960 2,016

地域密着型通所介護 回／年 55,055 57,061 65,424 78,971

居宅サービス

介護予防支援 人 18,264 21,780 19,932 16,392 19,524

介護予防訪問介護 人 5,064 5,952 4,008 0 0

介護予防訪問入浴介護 回／年 0 0 0 0 0

介護予防訪問看護 回／年 2,933 3,287 4,012 4,198 4,440

介護予防訪問リハビリテーション 回／年 317 247 263 287 1,164

介護予防居宅療養管理指導 人 432 528 756 1,404 1,632

介護予防通所介護 人 9,588 11,364 6,456 0 0

介護予防通所リハビリテーション 人 2,520 2,952 3,456 4,452 5,076

介護予防短期入所生活介護 回／年 881 1,170 1,595 2,326 3,248

介護予防短期入所療養介護 回／年 58 120 151 185 206

介護予防福祉用具貸与 人 8,052 9,552 11,172 14,364 16,404

特定介護予防福祉用具販売 人 156 132 156 156 180

住宅改修 人 204 192 216 216 228

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介護 回／年 202 248 370 1,213 1,477

介護予防小規模多機能型居宅介護 人 348 360 432 432 492

区　　分

介
護
給
付

予
防
給
付
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（４）地域密着型サービスの整備見込み 

地域で生活する高齢者を支援するために、これまでのサービスの利用状況、認定者数

の推計に基づいて、地域密着型サービスの事業所整備を推進します。 

 

図表 6-10 地域密着型サービスの整備見込み 

（単位：か所） 

区  分 
平成 26 年度末 

（見込み） 

第６期 

（H27 年度～H29 年度） 

平成 29 年度末 

（見込み） 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
1 1 2

夜間対応型訪問介護 0 0 0

認知症対応型通所介護 17 1 18

小規模多機能型居宅介護 21 1 22

認知症対応型共同生活介護 28 3 31

地域密着型特定施設 

（29 人以下） 
2 1 3

地域密着型介護老人福祉施設 

(29 人以下) 
6 1 7

複合型サービス 2 2 4
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4 介護保険サービス事業費の現状と見込み 

（１）介護保険サービス事業費 

 

①介護給付事業費 

第 6期計画期間及び平成 32 年度、平成 37 年度における介護給付事業費の見込みは下

記のとおりとなっています。               

図表 6-11 介護給付事業費           （単位：千円） 

見込

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

居宅サービス

居宅介護支援 708,749 702,376 729,437 736,650 742,145 762,377 826,486 1,011,164

訪問介護 889,357 917,407 942,973 959,467 1,005,659 1,050,975 1,285,007 1,651,309

訪問入浴介護 115,430 109,403 108,484 98,900 99,213 111,497 127,812 138,162

訪問看護 235,186 231,464 229,932 232,208 241,659 255,061 283,968 368,222

訪問リハビリテーション 22,139 21,682 15,962 14,062 12,966 14,373 15,800 16,116

居宅療養管理指導 30,867 38,270 50,035 57,193 66,417 74,728 98,719 123,418

通所介護 2,468,519 2,552,284 2,696,758 2,703,958 2,327,750 2,419,567 2,771,571 3,370,728

通所リハビリテーション 804,138 841,725 878,257 889,284 908,477 930,679 1,128,998 1,372,769

短期入所生活介護 533,226 568,148 605,335 607,853 638,296 661,748 835,369 1,139,267

短期入所療養介護 75,825 69,389 54,456 40,423 27,954 17,634 19,413 26,113

福祉用具貸与 402,103 419,997 432,920 432,035 443,686 450,292 491,310 607,362

特定福祉用具販売 18,024 17,921 15,083 19,126 19,151 19,370 20,341 20,691

住宅改修 51,522 55,323 51,074 55,549 55,584 57,972 57,972 61,123

特定施設入居者生活介護 330,586 315,328 349,939 546,454 602,434 724,820 724,820 724,820

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護

0 0 0 23,063 30,887 61,982 93,358 124,696

夜間対応型訪問介護 165 221 0 0 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 298,695 306,606 335,461 344,167 369,085 389,276 423,718 563,196

小規模多機能型居宅介護 540,585 608,467 724,761 863,815 941,593 1,027,373 1,077,887 1,319,997

認知症対応型共同生活介護 753,323 783,567 827,463 837,457 901,343 928,628 983,442 1,092,666

地域密着型特定施設入居者生
活介護

113,188 115,149 108,601 115,899 120,939 185,928 185,928 256,302

地域密着型介護老人福祉施設
入居者生活介護

328,900 340,002 393,034 608,861 608,861 615,574 799,064 990,811

複合型サービス 0 0 17,969 123,320 172,211 221,283 210,823 458,633

地域密着型通所介護 443,381 460,870 527,918 642,043

施設サービス

介護老人福祉施設 2,146,245 2,236,112 2,222,838 2,409,028 2,412,158 2,416,027 2,419,569 2,419,569

介護老人保健施設 1,785,648 2,081,856 2,142,651 2,147,296 2,147,296 2,156,642 2,629,016 2,629,016

介護療養型医療施設
（平成32年度以降は転換施設）

570,804 520,664 472,020 447,532 447,532 447,532 0 0

13,223,224 13,853,361 14,405,443 15,313,600 15,786,677 16,462,208 18,038,309 21,128,193合計

介護給付
実績 推計値
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②予防給付事業費 

第 6期計画期間及び平成 32 年度、平成 37 年度における予防給付事業費の見込みは下

記のとおりとなっています。 

 

図表 6-12 予防給付事業費 

（単位：千円） 

見込

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

介護予防サービス

介護予防支援 50,417 59,294 70,432 80,427 95,889 87,760 72,156 85,969

介護予防訪問介護 80,462 86,411 91,757 97,524 114,466 77,447 0 0

介護予防訪問入浴介護 200 96 0 0 0 0 0 0

介護予防訪問看護 10,137 12,237 13,335 15,009 16,796 20,509 21,471 22,656

介護予防訪問リハビリテーション 1,383 1,285 1,148 949 740 788 859 3,484

介護予防居宅療養管理指導 734 2,046 4,052 4,589 5,649 8,517 15,780 18,228

介護予防通所介護 190,097 236,879 296,144 332,097 393,596 222,523 0 0

介護予防通所リハビリテーション 57,965 73,636 92,560 105,555 124,088 145,091 187,253 213,318

介護予防短期入所生活介護 3,607 5,705 3,214 5,432 6,973 9,197 13,148 18,083

介護予防短期入所療養介護 27 299 295 481 999 1,260 1,538 1,719

介護予防福祉用具貸与 17,048 22,301 30,812 37,865 44,921 52,577 67,602 77,180

特定介護予防福祉用具販売 2,576 3,227 3,802 3,520 3,222 3,500 3,635 4,129

介護予防住宅改修 17,584 17,934 26,060 20,895 19,966 21,962 22,706 24,065

介護予防特定施設入居者生活介護 21,126 24,529 32,339 34,969 42,738 54,948 54,948 54,948

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介護 432 905 1,125 1,609 1,960 2,931 9,568 11,618

介護予防小規模多機能型居宅介護 16,592 18,287 18,840 20,638 22,659 27,356 27,514 30,268

介護予防認知症対応型共同生活介護 2,447 2,697 943 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031

472,834 567,768 686,858 762,590 895,693 737,397 499,209 566,696合計

予防給付
実績 推計値
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（２）標準給付費 

 

第 6 期計画期間及び平成 32 年度、平成 37 年度における標準給付費の見込みは下記の

とおりとなっています。 

 

図表 6-13 標準給付費 

（単位：千円） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　計 平成32年度 平成37年度

16,076,190 16,682,370 17,199,605 49,958,165 18,537,338 21,694,889

581,114 581,854 584,415 1,747,383 619,535 657,827

217,480 225,216 233,283 675,979 263,120 304,561

33,794 35,405 36,501 105,700 41,364 47,668

11,614 12,028 12,457 36,099 14,050 16,265

16,920,192 17,536,873 18,066,261 52,523,326 19,475,407 22,721,210合　　計

総給付費（介護+予防給付事業費）

特定入所者介護サービス費等給付額

高額介護サービス費等給付額

高額医療合算介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

 

 

 

 

（３）地域支援事業費 

 

第 6 期計画期間及び平成 32 年度、平成 37 年度における地域支援事業費の見込みは下

記のとおりとなっています。 

地域支援事業は、高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、要支

援・要介護状態となった場合においても、できる限り地域において自立した生活を送れ

るよう支援する事業であり、介護保険の重要な施策として取り組んでいるものです。 

 

図表 6-14 地域支援事業費 

（単位：千円） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　計 平成32年度 平成37年度

地域支援事業費 459,642 496,281 876,417 1,832,340 1,516,524 1,700,648

介護予防・日常生活支援総合事業費 118,360 122,674 492,231 733,265 1,045,190 1,202,360

包括的支援事業・任意事業費 341,282 373,607 384,186 1,099,075 471,334 498,288
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5 市町村特別給付 

介護保険制度では、法定のサービス以外に市町村独自のサービスとして、要介護者等

に対する市町村特別給付及び介護者等に対する保険福祉事業を、第１号被保険者の保険

料を財源として行うことができます。 

本計画では、第１号被保険者の保険料負担が増加することや、地域支援事業の充実を

図ることから実施しないこととします。 

 

6 第６期介護保険料について 

（１）介護保険制度の費用負担構造 

 

 

※１ 調整交付金は、市町村間の後期高齢者割合などの違いを考慮し、５％を基準として市町村間で

調整される財源です。本市に交付される調整交付金は５％に達しませんので、不足分は第１号

被保険者の保険料を充てることになります。 

※２ 地域支援事業（本市においては介護予防事業・包括的支援事業・任意事業）に係る費用負担構

造 

① 介護予防事業の財源は、65 歳以上の高齢者の第１号保険料、40 歳以上 64 歳以下の人の第

２号保険料及び公費から構成されています。 

② 包括的支援事業・任意事業の財源は、65 歳以上の高齢者の第１号保険料及び公費から構

成されています。 

65 歳以上の 

保険料 

40 歳～64 歳の 

保険料 

国負担金 

国調整交付金 
（※１） 

県負担金 

市負担金 12.5％ 

12.5％ 

20.0％ 

28.0％ 

22.0％ 

5.0％ 

12.5％

17.5％

15.0％

28.0％

22.0％

5.0％

居宅サービス 施設サービス 

●介護給付 

○居宅サービス 

（訪問介護、訪問看護等） 

○地域密着型サービス 

（小規模多機能型居宅介護等） 

○施設サービス 

（特別養護老人ホーム、 

介護老人保健施設、 

介護療養型医療施設） 

 

●予防給付 

○居宅サービス 

（介護予防訪問介護等） 

○地域密着型サービス 

（介護予防小規模多機能型居 

宅介護等） 

 

●地域支援事業（※２） 

財     源 総 費 用 

平成 27 年 8 月利用分から 利用者負担（10％または 20％）

要介護認定 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

適正なｻｰﾋﾞｽ

平成 27 年 7月利用分まで 利用者負担（10％） 
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（２）給付費・介護保険料の推計について 

給付費・介護保険料の算定手順は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付費 

施設・居住系サービス（地域密着型 

サービスを含む）必要量の見込み 

居宅サービス（地域密着型サービスを 

含む）必要量の見込み 

利用単価 

保険料額 

特定入所者介護サービス費等給付額 

高額介護サービス費等給付額 

高額医療合算介護サービス費等給付額 

算定対象審査支払手数料 

地域支援事業費 

所得段階の設定 

保険料収納率の見込み 

介護報酬改定率等の調整 

公費による保険料軽減の強化 
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（３）保険料設定の基本的な考え方 

 

保険料負担が増加する見込の中で、より安定的な介護保険制度の運営のためには、被

保険者の負担能力に応じて保険料を賦課する必要があります。 

 

① 本人が市民税課税者層の多段階設定 

  保険料負担段階の設定については、被保険者の負担能力に応じたきめ細かい設定とする

ため、国が示した平成 27 年度から適用される保険料負担段階の標準 9 段階は採用せず、第

5 期において採用した本人が市民税課税者層の多段階設定を引き続き継続します。 

 

② 公費による保険料軽減の強化 

  今後のさらなる高齢化に伴い、介護費用の増加と保険料負担水準の上昇が避けられない

中で、制度を持続可能なものとするためには、低所得者も保険料を負担し続けることを可

能にする必要があります。このため、介護保険法の改正に基づく、公費投入による市民税

非課税世帯の保険料軽減を行います。 

 

③ 負担能力に応じた保険料率（基準額×所得段階別の割合）の設定 

  保険料率の設定については、本人が市民税非課税かつ世帯員に市民税課税者がいる人の

うち、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が 80 万円以下の人（新第 4

段階）に対しては、国が示した保険料率は基準額に対し 0.9 ですが、本人の収入が低いこ

とを勘案し、保険料率を 0.85 に引き下げ保険料の負担軽減を図ります。また、本人が市民

税課税者層の人（新第 6 段階以上）に対しては、低所得者層との負担能力のバランスを見

直した結果、保険料率を 0.05 ポイント引き上げます。 

図表 6-15 富士市第５期保険料段階から第６期保険料段階への見直し（イメージ） 

基準額4,900円/月

第1段階 第2段階 第5段階 第6段階 第9段階 第10段階 第11段階 第12段階 第13段階 第14段階

200万≦ 300万≦ 500万≦ 700万≦ 1000万≦

<300万 <500万 <700万 <1000万 <1500万

第4段階 第5段階 第8段階 第9段階 第10段階 第11段階 第12段階 第13段階

0.5 0.5

2.25
2.05

1.90
1.80

1.60
1.50

1.25

1.08

0.83

0.75
0.7

1

第3段階 第4段階 第7段階 第8段階

2.30

0.60％

1500万≦

（保険料率）

2.10

0.59％
1.85

1.25％

1.95

0.79％
1.65

3.80％
1.30

14.05％

1.55
6.59％

1.13

17.55％

1
16.95％

<125万 <200万

0.75→0.7

5.83％

0.85

14.10％

125万≦

第6段階 第7段階第3段階

0.7→0.5

6.30％0.5→0.3

11.63％

第1段階 第2段階

【第５期】

14段階

【第６期】

13段階

別枠公費によ

る軽減強化

第1・第2の統合

（保険料率）
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（４）所得段階別介護保険料率 

所得段階 対 象 区 分 
基 準 額 に

対 す る 割 合

第１段階 

・生活保護受給者 

・市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 
0.30 

本人が 

市民税 

非課税

者 

世帯員全員が 

市民税非課税

者 

本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が 80 万円

以下の人 

0.30 

第２段階 

本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が 80 万円

超 120 万円以下の人 

0.50 

第３段階 

本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が 120 万

円超の人 

0.70 

第４段階 
世帯員に 

市民税課税者

がいる人 

本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が 80 万円

以下の人 

0.85 

第５段階 

（基準額） 

本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が 80 万円

超の人 

1.00 

第６段階 

本人が市民税課税者 

本人の前年の合計所得金額が125

万円未満の人 
1.13 

第７段階 
本人の前年の合計所得金額が125

万円以上 200 万円未満の人 
1.30 

第８段階 
本人の前年の合計所得金額が200

万円以上 300 万円未満の人 
1.55 

第９段階 
本人の前年の合計所得金額が300

万円以上 500 万円未満の人 
1.65 

第 10 段階 
本人の前年の合計所得金額が500

万円以上 700 万円未満の人 
1.85 

第 11 段階 
本人の前年の合計所得金額が700

万円以上 1,000 万円未満の人 
1.95 

第 12 段階 

本人の前年の合計所得金額が

1,000 万円以上 1,500 万円未満の

人 

2.10 

第 13 段階 
本人の前年の合計所得金額が

1,500 万円以上の人 
2.30 

(注)平成 27 年 4 月に予定されている介護報酬改定の内容や消費税率引き上げの先送りにより変動する場合があります。  
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資料編 

 

1 用語集 

初出 

ページ 
用語 用語の説明 

1 認知症 

生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減

退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態

を言います。認知症の原因としてはアルツハイマー病、レ

ビー小体病、脳血管障害が代表的ですが、様々な疾患が認

知症の原因になります。 

1 地域支援事業 

要支援・要介護状態になることを防止するためのサービス

や、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた

地域で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す。  

12 悪性新生物 

一般に「がん」として知られていますが、「悪性腫瘍」とも

呼ばれ、腫瘍の中でも特に浸潤性を示し、増殖・転移する

など悪性を示すものを指します。 

日本人の死因の第１位であり、近年では総死亡数の約 3 割

を占めます。男性は肺がん、女性は大腸がんが も多く、

この他胃がん、乳がん、子宮がんを合わせ主要 5 大がんと

呼ばれます。 

14 

施設・居宅・地

域密着型サービ

ス 

介護保険制度によって利用できるサービスのうち、施設に

入所（入院）して介護を受けるものを施設サービス、在宅

での介護を中心にしたものを居宅サービス、住み慣れた地

域での暮らしを支えるものを地域密着型サービスと呼び

ます。 

15 
認知症高齢者の

日常生活自立度 

認知症高齢者自立度とは、認知症状の程度の目安となるも

のです。 

症状は見られるものの生活にほとんど支障が無い段階（Ⅰ）

から専門医療を要する 重度段階（Ｍ）までⅠ、Ⅱ、Ⅲ、

Ⅳ、Ｍと 5 段階に分類され、ⅡからＭ段階を「認知症であ

る」とします。 

資 料 編 
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18 
高齢者専用の住

宅 

サービス付き高齢者向け住宅のことで、高齢者住まい法の

基準により登録されます。介護・医療と連携し、高齢者の

安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅

です。 

20 日常生活圏域 

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給

付など対象サービスを提供するための施設の整備状況、そ

の他の条件を総合的に勘案して市町村が定める圏域のこと

で、本市では 8つの日常生活圏域が設けられています。 

23 
手段的日常生活

動作（ＩＡＤＬ） 

Instrumental Activities of Daily Living の略。日常生

活を送る上で必要な動作のうち、買い物や洗濯、電話、薬

の管理、金銭管理、乗り物、趣味活動等、日常生活上の複

雑な動作のことです。 

23 
軽 度 認 知 障 害

（ＭＣＩ） 

Mild Cognitive Impairment の略。認知機能の低下が見ら

れる場合の も早期の状態で、認知症とはいえないが、正

常でもない状態を指します。 

23 

認知機能障害程

度（ＣＰＳ）/ 

認知機能障害リ

スク 

Cognitive Performance Scale の略。認知機能を０～６の

７段階に分類する方法で、０は障害なし、６は 重度の障

害があると評価され、認知機能障害の程度を計る指標とな

ります。/認知機能障害程度（ＣＰＳ）の１レベル（境界的）

以上を認知機能障害リスクありとしています。 

25 
日 常 生 活 動 作

（ＡＤＬ） 

Activity of Daily Living の略。日常生活を送る上で必要

な動作のうち、食事、更衣、移動、排泄、整容、入浴等基

本的な行為や行動を指します。 

38 2025 年問題 

団塊の世代といわれる1947年～49年生まれが 75歳を迎え

ることを指し、全人口の 5 人に 1 人が後期高齢者という超

高齢社会を迎えることで、介護・医療費などの社会保障費

の急増が懸念されています。 

39 お達者度 

お達者度とは、65 歳から、元気で自立して暮らせる期間を

算出したものです。 

静岡県が独自に算出しており、県内市町の介護認定の情報、

死亡の情報をもとに、生命表を用いて算出します。 

42 認知症ケアパス 

認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生し

た場合に、いつ、どこで、どのような医療や介護サービス

を受ければよいかをあらかじめ市民に明示したもの。認知

症の人の状態に応じたサービス提供の流れが分かります。
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43 バリアフリー 
建築用語で、障壁となるもの（バリア）を取り除き（フリ

ー）、生活しやすくすることを指します。 

77 
キャラバン・メ

イト 

認知症サポーター養成講座で講師役を務める人。キャラバ

ン・メイト養成研修を修了した人がその役割を担います。

78 認知症カフェ 

認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが集うこと

ができる場を提供するカフェ。参加者の団らんや相談、情

報交換を目的としています。 

80 
認知症初期集中

支援チーム 

認知症が疑われる人及びその家族を訪問し、認知症の専門

医による鑑別診断等を踏まえて、観察・評価を行い、本人

や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自

立生活のサポートを行うチームを指します。 
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2 介護保険サービス一覧 

 

 
 

訪
問
を
受
け
て
利
用
す
る 

サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

訪問介護 

（ホームヘルプ） 
介護予防訪問介護 

ホームヘルパーが自宅を訪問して、介
護や炊事・掃除等の身のまわりの援助
をします。 

ホームヘルパーが自宅を訪問して、本
人が自力では困難な行為について、介
護予防を目的としたサービスを提供
します。 
※平成 29年度より新しい総合事業へ移行 

訪問入浴介護 
介護予防訪問入浴介護 

浴槽を積んだ入浴車等で自宅を訪問
して、看護師等が入浴介助を行い
ます。 

その他の施設においての浴室利用が
困難な場合、入浴車が自宅を訪問して
介護予防を目的とした入浴介護サー
ビスを提供します。 

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 

専門職が自宅を訪問して、リハビリテ
ーション等を行います。 

専門職が自宅を訪問して、介護予防を
目的としたリハビリテーション等を
行います。 

訪問看護 
介護予防訪問看護 

看護師等が自宅を訪問して、看護の支
援をします。 

看護師等が自宅を訪問して、介護予防
を目的とした療養上の世話または必
要な診療の補助を行います。 

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、薬剤師等が自宅を訪
問して、療養上の管理や指導を行い
ます。 

医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪
問して、介護予防を目的とした療養上
の管理や指導を行います。 

 

通
所
し
て
利
用
す
る 

サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

通所介護 
（デイサービス） 
介護予防通所介護 

デイサービスセンター等に通い、入
浴、排泄等の介護や機能訓練等が受
けられます。 

デイサービスセンター等に通い、介
護予防を目的とした入浴、排泄等の
介護や機能訓練等が受けられます。 
※平成 29年度より新しい総合事業へ移行 

通所リハビリテーション 
（デイケア） 
介護予防通所リハビリテー
ション 

医療機関や介護老人保健施設に通
い、リハビリテーションが受けられ
ます。 

医療機関や介護老人保健施設に通
い、介護予防を目的としたリハビリ
テーションが受けられます。 

 

短
期
間
入
所
す
る 

サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

短期入所生活介護 
（ショートステイ） 
介護予防短期入所生活介護 

短期間、介護老人福祉施設等に入所し
て、入浴、排泄、食事等の介護や機能
訓練が受けられます。 

短期間、介護老人福祉施設等に入所し
て、介護予防を目的とした入浴、排泄、
食事等の介護や機能訓練が受けられ
ます。 

短期入所療養介護 
介護予防短期入所療養介護 

短期間、介護老人保健施設・介護療養
型医療施設に入所して、看護・介護お
よび機能訓練等が受けられます。 

短期間、介護老人保健施設・介護療養
型医療施設に入所して、介護予防を目
的とした看護・介護および機能訓練等
が受けられます。 

 

居
宅
で
の
暮
ら
し
を
支
え
る 

サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

福祉用具貸与 
介護予防福祉用具貸与 

日常生活の自立を助けるための福祉用
具を借りることができます。 

介護予防を目的とした福祉用具を借り
ることができます。 

特定福祉用具販売 
特定介護予防福祉用具販売 

福祉用具の購入ができます。 
介護予防を目的とした福祉用具の購入
ができます。 

住宅改修費支給 
介護予防住宅改修費支給 

手すりの取り付けや段差の解消等小規
模な改修費用を支給します。 

介護予防を目的とした手すりの取り付
けや段差の解消等小規模な改修費用を
支給します。 

 居宅サービス ※ サービスの種類の項で下段に細字で示されているものは、要支援１・２

の人が利用できる介護予防サービスの名称です。 
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在
宅
に
近
い
暮
ら
し
を
す
る 

サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

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 

有料老人ホーム等の特定施設に入居

している人が、介護や機能訓練、療養

上の世話を受けられます。 

有料老人ホーム等の特定施設に入居

している人が、介護予防を目的とした

介護や機能訓練、療養上の世話を受け

られます。 

 

 

 

 

 

住
み
慣
れ
た
地
域
で
の
生
活
を
支
援
す
る 

サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

夜間対応型訪問介護 

夜間にホームヘルパーが自宅を訪

問して、介護や日常生活の世話を行

います。 

利用できません 

認知症対応型通所介護 
介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の高齢者がデイサービスセ

ンター等に通うことで、介護や機能

訓練等が受けられます。 

認知症の高齢者がデイサービスセンタ

ーに通うことで、介護予防を目的とし

た介護や機能訓練等が受けられます。

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 

通いを中心に、訪問や泊まりのサー

ビスを組み合わせて、介護や機能訓

練等が受けられます。 

通いを中心に、訪問や泊まりのサービス

を組み合わせて、介護予防を目的とした

介護や機能訓練等が受けられます。 

認知症対応型共同生
活介護（グループホーム） 
介護予防認知症対応型 
共同生活介護 

認知症の高齢者が少人数で共同生

活をしながら、介護や機能訓練等が

受けられます。 

（要支援１の人は利用できません） 

地域密着型 
介護老人福祉施設入所
者生活介護 

小規模な特別養護老人ホーム（定員

29 人以下）に入所している人が、

介護や機能訓練等を受けられます。 

利用できません 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 

小規模な有料老人ホーム等（定員

29 人以下）に入所している人が、

介護や機能訓練等を受けられます。 

利用できません 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

ホームヘルパーや看護師等が、定期
的に巡回もしくは通報により自宅
を訪問して、介護や炊事・掃除等の
身のまわりの援助、療養上の世話ま
たは診療の補助（主治医が認めた場
合のみ）をします。 

利用できません 

複合型サービス 

「小規模多機能型居宅介護」で利用

できるサービスに、訪問看護を組み

合わせたサービスです。 

利用できません 

 

 
 

 

施
設
に
入
所
す
る 

サービスの種類 要介護１～５の人 ※ 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

日常生活全般について常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人

が入所します。※原則として要介護３～５の人が利用できます。 

介護老人保健施設 

（老人保健施設） 

病状が安定している人が自宅へ戻れるようにリハビリに重点をおい

たケアが必要な人が入所します。 

介護療養型医療施設 

（療養病床等） 

病状が安定し、長期の療養を必要とする人が、医療や介護を受ける

ために入所します。なお、平成 29 年度で廃止が予定されています。

 

 地域密着型サービス 
※ サービスの種類の項で下段に細字で示されているものは、要支援１・２

の人が利用できる介護予防サービスの名称です。 

※ 原則として他の市町村のサービスは利用できません。 

 施設サービス ※ 要介護１～５の人が利用できます（要支援１・２の人は利用できません。）
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3 富士市の地域包括ケア体制のイメージ図 
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