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は じ め に 

令和２年（2020 年）の新型コロナウイルス感染症の

感染拡大は、人々の日常生活だけでなく社会経済活動

に大きな影響を及ぼし、日常生活に感染予防を取り入

れた「新しい生活様式」の実践が求められています。

とりわけ高齢者については外出機会の減少による社

会との孤立やフレイルの進行などの課題が生じるこ

ととなりました。 

一方で、我が国の高齢化は更に進展することが予測され、「人生 100 年時代」と言

われる中、いつまでも生きがいを持ち、人生を豊かにするとともに、「健康に生活で

きる期間（健康寿命）」をさらに伸ばすための取組が重要になります。 

こうした状況において、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で、自立した生活を過

ごせるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域

包括ケアシステム」の推進とともに、高齢者も役割を持ち地域を支える主体として活

躍できる社会の実現が求められています。 

今回作成した「第８期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」では、高齢者を

はじめとしたすべての人々がそれぞれの人生を豊かにすることを目指し、「地域の中

で いきいきと自分らしく 安心して暮らし続けられるまち おおつ」を基本理念と

し、「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策の推進」、「生活支援・介護予防サー

ビスの基盤整備の推進」、「あんしん長寿相談所の機能強化」、「介護保険サービスの充

実」など、地域の特性を踏まえた地域包括ケアシステムの深化・推進を図ってまいり

ます。また、感染症対策に引き続き留意しつつ、新たな取組として、在宅療養支援体

制の強化や介護人材の確保、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に取り組ん

でまいります。 

結びになりますが、アンケート調査・パブリックコメント等により貴重なご意見を

お寄せいただきました市民のみなさま、第８期計画策定にあたり、多大なるご尽力を

賜りました、大津市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会委員をはじめ、関係者のみ

なさまに心から感謝を申し上げます。 

 

令和３年（2021 年）３月 

大津市長              
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第１章 計画策定の趣旨 

 
 

１ 計画策定の目的 

わが国の65歳以上の人口は、令和元年（2019年）10月時点の推計人口では3,588万人を超

え、国民の約４人に１人が高齢者となっています。高齢者数は令和24年（2042年）頃まで増

加し、その後も、75歳以上の人口割合については増加し続けることが予想されています。 

国では、団塊の世代（1947年から1949年生まれ）がすべて75歳以上となる令和７年（2025

年）を見据えて、第６期介護保険事業（支援）計画（平成27年（2015年）度～平成29年（2017

年）度）以降、介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けることができる

よう、医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される地

域包括ケアシステムの構築に段階的に取り組んできました。 

今後、団塊ジュニア世代（1971年から1974年生まれ）が65歳に到達する令和22年（2040

年）には高齢者人口がピークを迎え、介護ニーズの高い85歳以上人口の急速な増加ととも

に、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、介

護ニーズは一層増加し、多様化していくことが予測されています。 

また、令和７年（2025年）以降は、担い手である生産年齢人口（15～64歳人口）の減少が

顕著となり、介護を支える人材も不足することが見込まれており、福祉・介護人材の確保

が大きな課題となっています。 

このような高齢者を取り巻く状況や課題を踏まえ、令和７年（2025年）を見据えた地域

包括ケアシステムの推進や、その先の令和22年（2040年）を見越した介護サービス基盤の

整備を進めていくことが求められています。 

本市では、平成29年（2018年）に策定した「第７期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業

計画（おおつゴールドプラン2018）」（以下「第７期計画」という。）の取組を継承しながら、

住み慣れた地域で生活するすべての高齢者が、生きがいを持って自分らしく暮らせる環境

を実現するために「第８期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（おおつゴールドプ

ラン2021）」（以下「第８期計画」という。）を策定し、総合的かつ効果的に高齢者施策を推

進します。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）高齢者福祉計画と介護保険事業計画の一体性 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第20条の８により、本市の高齢者を対象として、心身の

健康保持と生活の安定のために必要な措置が講じられるよう、その福祉サービス全般にわ

たる供給体制を確保するための計画です。 

また、介護保険事業計画は介護保険法第117条により、本市における介護給付及び地域支

援事業等の必要なサービス量を見込み、介護保険事業の円滑な推進のための方策や、地域

包括支援センターの適切な運営に係る必要な施策等について定める計画です。 

今回の計画は、第８期目の計画となりますが、これまでと同様に、高齢者施策を総合的

に推進するための車の両輪として、高齢者福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定し

ます。 

 

（２）大津市総合計画との整合 

本計画は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向について、基本的な指針を定

めた最上位計画である「大津市総合計画2017」との整合を図ります。 

 

（３）大津市地域福祉計画等の関連計画との整合 

地域福祉を推進するための「大津市地域福祉計画」をはじめ、高齢者を含む障害のある

人の自立支援については「おおつ障害者プラン（大津市障害者計画、大津市障害福祉計画、

大津市障害児福祉計画）」、高齢期に向けた壮年期からの健康づくり、生活習慣病予防対策

などについては「健康おおつ21」、「おおつ保健医療プラン2019（大津市保健医療基本計画）」

など各分野の関連計画との整合を図ります。 

 

（４）滋賀県が策定する計画等との整合 

滋賀県が策定する「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン（滋賀県高齢者福祉計画・滋賀

県介護保険事業支援計画）」、「滋賀県医療費適正化計画」、「滋賀県高齢者居住安定確保計画」、

「滋賀県保健医療計画」を踏まえた計画とします。 



 

4 

 

 ■関連計画等との整合性 

 

 

第３次大津市地域福祉計画 

第８期大津市高齢者福祉計画 
・介護保険事業計画 

第５期大津市介護給付適正化計画 

○
レ
イ
カ
デ
ィ
ア
滋
賀 

高
齢
者
福
祉
プ
ラ
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（
滋
賀
県
高
齢
者
福
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計
画
・
滋
賀
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
） 

○
滋
賀
県
医
療
費
適
正
化
計
画 

○
滋
賀
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画 

○
滋
賀
県
保
健
医
療
計
画 

各種関連計画 

○健康おおつ２１（第２次計画） 

○おおつ保健医療プラン 2019（第３次計画） 

○おおつ障害者プラン   

大津市障害者計画 

 大津市障害福祉計画（第６期計画） 

 大津市障害児福祉計画（第２期計画） 

○大津市食育推進計画（第３次計画） 

整合 

整合 

整合 

整合 

大津市総合計画 2017 
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３ 計画の期間 

本計画は、令和３年（2021年）度から令和５年（2023年）度までの３年間を計画期間とし

ます。 
 

 平 成 

30 年度 
令 和 

元年度 
令 和 

２年度 
令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 

大津市総合計画 

         

大津市総合計画2017 

第１期実行計画 第２期実行計画 第３期実行計画 

         

大津市高齢者福祉計画 

・介護保険事業計画 

         

第７期計画 第８期計画（本計画） 第９期計画 

         

大津市介護給付適正化計画 

         

第４期計画 第５期計画 第６期計画 

         

大津市地域福祉計画 

         

第３次計画 ⇒ 次期計画へ 

         

健康おおつ 21 

         

第２次計画 ⇒ 次期計画へ 

         

大津市保健医療基本計画 

         

 おおつ保健医療プラン2019 

（第３次計画） 
⇒ 次期計画へ 

         

おおつ障害者プラン 

         
大津市障害者計画 ⇒ 次期計画へ 

大津市障害福祉計画（第５期計画） 

大津市障害児福祉計画（第１期計画） 

第６期計画 
第２期計画 

⇒ 次期計画へ 

         

大津市食育推進計画 

         

第３次計画 ⇒ 次期計画へ 
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４ 介護保険制度改正の概要 

令和２年（2020年）介護保険制度改正では、地域共生社会（※１）の実現を図るため、地

域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備

する観点から、以下の改正（※２）が行われました。 

 

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な 

支援体制の構築の支援 

●市町村における既存の相談支援等の取組を活かした、地域住民の抱える課題の 

解決のための包括的な支援体制の整備 

●新たな事業及びその財政支援等の規定を創設、及び関係法律の規定の整備 

２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

●地域社会における認知症施策の総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の 

努力義務の規定 

●市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務の規定 

●介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見 

通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住 

宅）の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府 

県・市町村間の情報連携の強化 

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

●介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の 

状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報の提供を求 

めることができると規定 

●医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）や介護保険レセプト情報等 

のデータベース（介護ＤＢ）等の医療・介護情報の連結精度向上を目的とした、 

社会保険診療報酬支払基金等による被保険者番号の履歴の活用、正確な連結に 

必要な情報の安全性を担保した提供に関する規定 

４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

●介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の 

取組の追加 

●有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直し 

●介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置 

の延長（さらに５年間延長） 

※１ 高齢者・障害者・子どもなど全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができ

る社会 

※２ 主に「介護保険法」「老人福祉法」「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」

「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」に係る事項 
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５ 計画の策定経過 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

今後ますます高齢化が進む中、介護に関する新たなニーズや課題も生じることが予測さ

れることから、市民の声を高齢者福祉ならびに介護保険サービスに活かし、第８期計画策

定の基礎資料とするため、市内に居住する65歳以上の一般高齢者及び要支援１・２の認定

者を対象に調査を実施しました。 

調査対象者：市内に居住する65歳以上の一般高齢者及び要支援１・２の認定者 

抽出方法 ：無作為抽出 

調査期間 ：令和２年（2020年）２月14日 ～ 令和２年（2020年）２月28日 

調査方法 ：郵送による配布・回収 

 

（２）在宅介護実態調査 

要支援・要介護者の在宅生活や介護者の就労継続に有効な介護サービスを分析し、第８

期計画策定の基礎資料とするため、在宅で介護を受けている要支援・要介護認定者を対象

に調査を実施しました。 

調査対象者：市内に居住する、在宅で生活をされている要支援・要介護認定者のうち更

新申請・区分変更申請に伴う認定調査を受ける（受けた）方 745人 

調査期間 ：令和２年（2020年）１月 ～ 令和２年（2020年）３月 

調査方法 ：認定調査員による訪問調査 

 

（３）事業者実態等調査 

第８期計画の策定にあたり、利用者に介護サービスを提供している事業者の意見を聞く

ために、事業者実態等調査を実施しました。 

調査対象サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施

設入居者生活介護、住宅型有料老人ホーム、ケアハウス、認知症対応型共同

生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、訪問看護ス

テーション、居宅介護支援・予防支援 

調査期間 ：令和２年（2020年）１月28日 ～ 令和２年（2020年）２月28日 

調査方法 ：郵送及びメールによる配布・回収 

 配布数 有効回収数 回収率 

配布・回収状況 3,000 2,005 66.8％ 
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（４）大津市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会の開催 

学識経験者をはじめ福祉施設や団体の関係者、民生委員児童委員（以下「民生委員」とい

う。）等により構成された「大津市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会」において、現状・

課題分析をはじめ、計画の方向性、目標達成に向けた方策の在り方等に関する検討を行い

ました。 

 

 ■開催状況 

回・開催日 次   第 

第１回 

(令和２年７月 31日) 

・第７期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和元年

度）の進捗報告について 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果の集計・分析報告に

ついて 

第２回 

(令和２年８月 18日) 

・在宅介護実態調査の集計・分析報告について 

・事業者実態等調査結果の集計・分析報告について 

・第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画骨子案について 

・第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画における介護保険

サービスの施設整備の方向性について 

第３回 

(令和２年 11月 10日) 

・第８期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画素案につい

て 

・第８期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画における介

護サービス量等見込み及び介護保険料の試算報告について 

第４回 

(令和３年２月 12日) 

・パブリックコメントの結果報告について 

・第８期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画最終案の検

討、承認について 
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第２章 高齢者を取り巻く現状 

 
 

１ 人口及び高齢化等の現状 

（１）高齢者人口等 

本市の総人口をみると、平成27年（2015年）以降、微増傾向で推移しており、令和２年

（2020年）には343,996人となっています。また、年齢３区分別人口をみると、年少人口（15

歳未満）、生産年齢人口（15～64歳）は減少傾向となっているのに対し、高齢者人口（65歳

以上）は増加傾向となっています。 

65歳以上の高齢者人口の総人口に占める高齢化率をみると、平成27年（2015年）以降、上

昇傾向で推移しており、令和２年（2020年）には26.7％となっています。 

  ■総人口（年齢３区分別）の推移 

 
資料：住民基本台帳人口（各年 10 月１日現在）     

  ■年齢３区分別人口割合の推移 

 
資料：住民基本台帳人口（各年 10 月１日現在）     
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（２）要支援・要介護認定者の状況 

要支援・要介護認定者数（以下「認定者数」という。）の推移は、平成27年（2015年）以

降、増加傾向で推移しており、令和２年（2020年）には17,548人となっています。第１号被

保険者の要支援・要介護認定率（以下「認定率」という。）は横ばい傾向となっており、令

和２年（2020年）には18.8％となっています。 

要介護度別にみると、要支援２と要介護２の人が多くなっています。 

 

  ■認定者数の推移 

 
資料：介護保険課     
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2,417 2,497 2,471 2,522 2,541 2,647 
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令和２年（2020年）10月１日現在、年齢区分別に被保険者数、認定者数及び認定率の状況

をみると、80歳から認定率が上昇しはじめ、85～89歳では54.2％、90歳以上では78.9％と

なっています。 

男女別にみると、75歳以上になると男性に比べて女性の認定率が高くなり、80～84歳で

は11.1ポイント、85～89歳では19.9ポイント、90歳以上では14.9ポイントの差になってい

ます。 

 

  ■高齢者（第１号被保険者）数と認定者数・認定率の状況（令和２年（2020 年）度） 

 
資料：介護保険課     

  ■性別・年齢層別にみた認定率の状況（令和２年（2020 年）度） 

 
資料：介護保険課     
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（３）保健福祉ブロックと日常生活圏域の状況 

本市では、保健福祉施策推進の基本となる保健福祉ブロックを７か所設定し、各ブロッ

クに地域包括支援センターを設置しています。なお、本市では地域包括支援センターを「あ

んしん長寿相談所」という愛称で呼んでいます(以下、「あんしん長寿相談所」という。)。 

また、ブロックをさらに２、３か所に分けた日常生活圏域を、市全体で15か所設定して

います。 

 

  ■保健福祉ブロックと日常生活圏域、担当あんしん長寿相談所 

保健福祉ブロック 
（担当あんしん長寿相談所） 

日常生活圏域 

志賀ブロック 

（和邇あんしん長寿相談所） 

(１) 小松、木戸 

(２) 和邇、小野 

北部ブロック 

（堅田あんしん長寿相談所） 

（真野あんしん長寿相談所） 

(３) 葛川、伊香立、真野、真野北 

(４) 堅田、仰木、仰木の里、仰木の里東 

中北部ブロック 

（比叡あんしん長寿相談所） 

(５) 雄琴、日吉台、坂本 

(６) 下阪本、唐崎 

中部ブロック 

（中あんしん長寿相談所） 

（中第二あんしん長寿相談所） 

(７) 滋賀、山中比叡平 

(８) 藤尾、長等、逢坂、中央 

中南部ブロック 

（膳所あんしん長寿相談所） 

（晴嵐あんしん長寿相談所） 

(９) 平野、膳所 

(10) 富士見、晴嵐 

南部ブロック 

（南あんしん長寿相談所） 

(11) 石山、南郷 

(12) 大石、田上 

東部ブロック 

（瀬田あんしん長寿相談所） 

（瀬田第二あんしん長寿相談所） 

(13) 上田上、青山 

(14) 瀬田、瀬田南 

(15) 瀬田北、瀬田東 
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保健福祉ブロック別の人口や高齢化率、認定率の状況は次のとおりです。 

高齢化率は志賀ブロックや南部ブロックなどで高くなっています。また、認定率は中北

部ブロックや中部ブロックで高くなっています。 

 

  ■保健福祉ブロックの人口等の状況 

保健福祉ブロック 
人口 

(人) 

高齢者人口 

(人) 

高齢化率 

(％) 

認定率 

(％) 

志賀ブロック 21,727 7,431 34.2 17.6 

北部ブロック 49,006 13,294 27.1 17.8 

中北部ブロック 47,704 12,939 27.1 20.9 

中部ブロック 52,151 14,893 28.6 21.0 

中南部ブロック 61,398 16,060 26.2 19.1 

南部ブロック 34,735 11,163 32.1 17.7 

東部ブロック 77,275 16,147 20.9 17.1 

資料：令和２年 10月１日現在、市政情報課 人口統計表   

介護保険課 認定率   
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２ 2040 年の大津市の姿 

（１）高齢者人口の推計 

本市の将来人口は、「第２期大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の将来展望人口に

よると、団塊の世代が75歳以上となる令和７年（2025年）には、令和２年（2020年）の343,996

人から減少し、339,553人になると見込んでいます。 

さらに、団塊ジュニアの世代が65歳以上になる令和22年（2040年）には、人口がさらに減

少し、318,383人になると見込んでいます。 

一方、高齢者人口は、令和２年（2020年）の91,927人から令和７年（2025年）に97,401人、

令和22年（2040年）に113,765人と増加すると見込んでいます。 

  ■「将来展望人口」による人口の見込み 

 
資料：住民基本台帳よりコーホート要因法により推計    

 

  ■「将来展望人口」による高齢者人口の見込み 

 

資料：住民基本台帳よりコーホート要因法により推計    
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高齢化率は、令和２年（2020年）の26.7％から、令和７年（2025年）に28.7％、令和22年

(2040年)に35.7％になると見込んでいます。 

また、65歳以上人口のなかでも、75歳以上人口がそれを上回る速さで増加し、その比率

は令和２年（2020年）の13.2％から令和７年（2025年）に16.6％（1.26倍）、令和22年（2040

年）に20.3％（1.54倍）まで上昇すると推計しています。 

 

  ■「将来展望人口」による高齢化率等の見込み 

 
資料：住民基本台帳よりコーホート要因法により推計    
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31.4
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30.6

32.8 35.7

12.5 12.9 13.2 13.9 14.6 15.2
16.6
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20.3
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平成30年

（2018年）
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令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和７年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

40歳未満 40～64歳 65歳以上 75歳以上

（％） 

第７期 第８期 

実績       推計 
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■高齢者人口等の推計総括表 

単位：人 

区分 

実績人口 将来展望人口 

平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 

第７期 第８期 

総人口 342,847 343,563 343,996 343,109 342,218 341,331 

40歳未満 136,655 135,566 134,023 132,200 130,375 128,552 

40～64歳（第２号被保険者） 117,025 117,561 118,046 117,887 117,726 117,568 

65歳以上（第１号被保険者） 89,167 90,436 91,927 93,022 94,117 95,211 

65歳～69歳 24,574 22,564 21,479 21,180 20,879 20,580 

70歳～74歳 21,848 23,389 24,950 24,164 23,379 22,594 

75歳～79歳 17,205 18,389 18,244 19,051 19,857 20,664 

80歳～84歳 12,320 12,279 12,829 13,544 14,260 14,974 

85歳～89歳 8,264 8,492 8,734 9,014 9,294 9,574 

90歳以上 4,956 5,323 5,691 6,069 6,448 6,825 

65歳以上：％ 26.0 26.3 26.7 27.1 27.5 27.9 

75歳以上：％ 12.5 12.9 13.2 13.9 14.6 15.2 

80歳以上：％ 7.4 7.6 7.9 8.3 8.8 9.2 

 

区分 

将来展望人口  

令和７年 令和 12 年 令和 17 年 令和 22 年  

2025 年 2030 年 2035 年 2040 年  

総人口 339,553 334,147 326,931 318,383  

40歳未満 124,904 119,779 116,980 113,672  

40～64歳（第２号被保険者） 117,248 112,066 102,787 90,946  

65歳以上（第１号被保険者） 97,401 102,302 107,164 113,765  

65歳～69歳 19,980 21,506 23,302 26,516  

70歳～74歳 21,023 19,236 20,737 22,499  

75歳～79歳 22,277 19,529 17,935 19,384  

80歳～84歳 16,405 19,683 17,375 16,069  

85歳～89歳 10,134 13,031 15,849 14,149  

90歳以上 7,582 9,317 11,966 15,148  

65歳以上：％ 28.7 30.6 32.8 35.7  

75歳以上：％ 16.6 18.4 19.3 20.3  

80歳以上：％ 10.0 12.6 13.8 14.2  

※将来展望人口による推計値は端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。 
資料：住民基本台帳よりコーホート要因法により推計 
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人口ピラミッドをみると、令和２年（2020年）では、男女とも、団塊の世代を含む65歳か

ら74歳までの高齢者が多くなっています。 

令和７年（2025年）には、この年齢層が75歳以上となり、令和22年（2040年）には、団塊

ジュニアの世代も65歳以上の高齢者となることから、さらなる高齢者の社会参加の促進や

介護予防の推進、加えて必要となる医療と介護の基盤整備に努めることが求められます。 

 ■「将来展望人口」による人口ピラミッド（2020 年と 2025 年の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ■「将来展望人口」による人口ピラミッド（2020 年と 2040 年の比較） 
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（人） （人） 

男性 女性 

男性 女性 
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（２）認定者の推計 

認定者数は、令和２年（2020年）の17,548人から令和７年（2025年）には21,047人（1.20

倍）、令和22年（2040年）には28,732人（1.64倍）になると見込んでいます。 

認定率は、令和２年（2020年）の18.8％から令和７年（2025年）には21.3％（1.13倍）、

令和22年（2040年）には25.1％（1.34倍）まで上昇すると見込んでいます。 

なお、今回の認定者数と認定率の推計は、令和２年（2020年）の性別・５歳階層別・要介

護度別の認定率が今後も続くものと仮定して各年の認定者数を算出しています。 

 

 ■「将来展望人口」による認定者数の推計 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

 

2,000 2,242 2,332 2,423 2,510 2,599 2,774 3,170 3,371 3,418
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（人） （％） 

実績       推計 

第７期 第８期 
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３ 各種実態調査からみる大津市の状況 

（１）介護予防・日常生活ニーズ調査にみる高齢者の状況 

① 社会参加の状況 

■地域活動への参加意向 

地域活動への参加意向については、「参加してもよい」が半数近くを占めて最も多く、

「是非参加したい」と合わせると、半数以上の人に参加意向があります。 

 

 

 

■町内会・自治会への参加状況 

町内会・自治会への参加頻度については、「参加していない」が半数近くを占めて多く、

参加している人は４割未満となっています。 

 

 
 

■介護予防のための通いの場への参加状況 

介護予防のための通いの場への参加頻度については、「参加していない」が73.4％と、

７割以上を占めて多く、参加している人は１割未満となっています。 

 

 

 

 

7.4 48.5 34.1 6.7 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

(n=2,005)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答

0.4

0.8

1.0

7.8 24.7 48.6 16.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

(n=2,005)

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回

年に数回 参加していない 無回答

0.4

0.8

1.5

2.2

2.0

73.4 19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

(n=2,005)

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回

年に数回 参加していない 無回答
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■ボランティアグループへの参加状況 

ボランティアグループへの参加頻度については、「参加していない」が64.1％と６割以

上を占めて多く、参加している人は２割未満となっています。 

 

 

② 普段の生活状況 

■外出時に困っていること 

外出時に困っていることについては、「特にない」が48.0％と半数近くを占めています

が、具体的に困っていることでは、「足腰などが痛い」が21.4％と多く、ついで「食料や

日用品等の買い物をする店が遠い」（15.0％）、「最寄りの交通機関が遠い」（14.1％）の順

となっています。 

 

 

1.3

2.4

1.8

6.4 5.3 64.1 18.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

(n=2,005)

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回

年に数回 参加していない 無回答

21.4

15.0

14.1

13.2

8.2

7.7

7.0

48.0

9.0

3.1

0 10 20 30 40 50 60

足腰などが痛い

食料や日用品等の買い物をする店が遠い

最寄りの交通機関が遠い

病院や診療所が遠い

公共交通機関や道がバリアフリーになって

いない １

近所に友人と交流する場所や機会が少ない

病気や障害がある

特にない

その他

無回答 全体(n=2,005)

（％） 
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■生活をより良くするためにあればよいと思うこと 

生活をより良くするためにあればよいと思うことについては、「特別養護老人ホームな

どの介護保険施設の増設」が３割以上を占めて最も多く、次いで「公共交通手段の整備

やバリアフリー化」、「買い物場所の増加」、「困ったことを相談できる場所」の順となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.6

28.9

21.8

20.5

17.7

14.8

14.7

14.7

14.3

13.4

8.3

6.2

11.7

0 10 20 30 40

特別養護老人ホームなどの介護保険施設

の増設 １

公共交通手段の整備やバリアフリー化

買い物場所の増加

困ったことを相談できる場所

自宅で受ける介護サービス

地域の人と気軽に談話できる場所

有料老人ホームや高齢者向け住宅などの

増設 １

介護予防のための運動や食事などの情報

短時間でも働ける場所

余暇生活をともに過ごす機会

介護予防のため教室

その他

無回答 全体(n=2,005)

（％） 
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③ 介護支援に関わること 

■介護保険制度に期待していること 

介護保険制度に期待していることについては、「ひとり暮らし高齢者の支援」が４割以

上を占めて最も多く、次いで「認知症高齢者への支援」、「リハビリによる運動機能の維

持や回復」、「日中の食事や排せつなどの身の回りのお世話」の順となっています。 

 

 

 

■認知症に関する相談窓口の認知度 

認知症に関する相談窓口の認知度については、「いいえ」が７割近くを占めており、認

知度は３割程度となっています。 

 

 

 

 

 

44.1

32.8

28.4

26.7

20.6

19.9

19.7

12.3

6.1

8.4

0 10 20 30 40 50

ひとり暮らし高齢者の支援

認知症高齢者への支援

リハビリによる運動機能の維持や回復

日中の食事や排せつなどの身の回りのお世話

介護教室など家族介護者への支援

住宅のバリアフリー化への支援

夜間、深夜の排せつなどの身の回りのお世話

特に期待しない

その他

無回答 全体(n=2,005)

31.5 66.2 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

(n=2,005)

はい いいえ 無回答

（％） 
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（２）在宅介護実態調査にみる高齢者の状況 

① 家族や親族の介護の状況 

■家族や親族の介護の頻度 

家族や親族の介護の頻度については、「ほぼ毎日」が半数以上を占めて最も多く、「週

１～２日」と「週３～４日」を合わせると、週１日以上家族や親族の介護を受けている人

が約７割を占めています。 

 

 

■介護者の年齢 

家族や親族の介護を受けている人では、介護者の年齢は、「50代」が最も多く、次いで

「60代」、「70代」、「80歳以上」の順となっています。 

 

 

 

15.6 12.1 12.5 6.4 52.5 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

(n=745)

ない 週１日以下 週１～２日 週３～４日 ほぼ毎日 無回答

0.2

0.6

1.7

8.4

27.3

27.0

18.3

12.9

0.8

2.7

0 10 20 30 40

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

無回答 全体(n=629)

（％） 
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② 現在の生活を継続するうえで介護者が不安に感じる介護 

介護者が不安に感じる介護等については、「認知症状への対応」が最も多く、次いで「外

出の付き添い、送迎等」、「夜間の排泄」の順となっています。 

 

 

 

 

34.8

30.7

27.2

23.2

22.1

20.3

19.9

18.3

16.2

16.1

8.9

8.9

7.2

6.4

7.5

7.6

4.3

7.6

0 10 20 30 40

認知症状への対応

外出の付き添い、送迎等

夜間の排泄

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

入浴・洗身

日中の排泄

屋内の移乗・移動

食事の準備（調理等）

服薬

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

食事の介助（食べる時）

衣服の着脱

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答 全体(n=629)

（％） 
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第３章 第７期計画の実施状況 

 

 

■第７期計画の施策体系 

基本目標１ 医療福祉サービスが切れ目なく利用できるまち 

（在宅医療・介護連携の推進） 

１．在宅療養を支援する拠点 

の充実 

（１）医師会、訪問看護ステーション等と連携した在宅医療連携 

拠点の整備 

２．在宅療養を支援する医療 

福祉資源の整備と充実 

（１）在宅医療に関わる医療機関等の充実 

（２）住み慣れた場所での看取りが可能な支援体制の整備 

３．入院から在宅療養への 

円滑な移行の促進 

（１）入退院支援ルールの運用促進 

（２）拠点訪問看護ステーションにおける在宅移行時の相談支援 

４．医療機関の相互連携の 

強化 

（１）地域連携クリティカルパスの運用（脳卒中・糖尿病） 

（２）診-診連携、病-診連携等による医療体制の充実 

５．医療福祉関係者の連携 

強化 

（１）多職種連携協働事業の推進 

（２）看護職の多分野連携推進 

（３）患者情報を共有するための医療情報連携ネットワークの 

整備と活用の推進 

６．在宅療養・在宅看取り 

についての普及・啓発 

（１）適切な医療のかかり方についての普及・啓発 

（２）在宅医療、介護に関する市民理解の促進と相談支援 

（３）在宅療養の姿を自らが考え意思表示が行えるための支援 

７．介護サービス事業者・ 

ケアマネジャーへの支援 
（１）介護サービス事業所の課題聴取と解決策の検討 

基本目標２ 認知症になっても地域の中で安心して生活できるまち 

(認知症施策の推進と高齢者の権利擁護) 

１．認知症施策の推進 

（１）認知症予防対策の推進 

（２）早期診断・早期対応の充実 

①「認知症初期集中支援チーム」による相談・支援体制の拡充 

②認知症ケアパスの普及・充実 

③医療機関や医師会との連携体制及び相談業務の充実 

（３）認知症を正しく理解し、地域で支える体制の構築 

①市民への普及・啓発活動の強化 

②認知症サポーター及び認知症キャラバン・メイトの養成と 

地域活動の推進 

③認知症の人に優しい地域づくり・地域での見守り体制の構築 

④大津市認知症・虐待防止地域支援推進会議の充実 

⑤認知症ケアの質の向上 

⑥若年性認知症施策の推進 

（４）家族介護者への支援 

①認知症の人や家族介護者への支援の強化 

２．高齢者虐待の防止と権利 

擁護 

（１）高齢者虐待の防止と身体拘束廃止の推進 

①高齢者虐待の防止 

②身体拘束廃止の推進 

（２）高齢者の権利擁護と成年後見制度の利用促進 
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基本目標３ 高齢者等が健やかに生活し、社会参加ができるまち 

（生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進） 

１．一般介護予防事業の推進 

（１）介護予防普及啓発事業 

（２）地域介護予防活動支援事業 

（３）地域リハビリテーション活動支援事業 

２．介護予防・日常生活支援 

総合事業の推進 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

①訪問型サービス（第１号訪問事業） 

②通所型サービス（第１号通所事業） 

③生活支援サービス事業（第１号生活支援事業） 

３．介護予防サービスの推進 
（１）サービス内容の周知 

（２）サービスの質の確保 

４．生活支援サービスの充実 

・強化 

（１）生活支援コーディネーターの設置 

（２）生活支援サービスの基盤整備 

５．健康づくりの推進 
（１）健康増進事業等健康づくりの推進 

（２）高齢者スポーツの振興、老人健康広場整備事業の推進 

６．高齢者の社会参加及び 

生きがいづくりの推進 

（１）社会参加の促進 

（２）就労促進、シルバー人材センターの活用・充実、地域振興 

（３）高齢者クラブ活動の活性化 

（４）生涯学習、世代間交流等の促進 

（５）ボランティア活動への支援 

（６）健康づくり・生きがいづくりの場の提供 

７．福祉意識の啓発 
（１）福祉の意識形成 

（２）共生社会実現へ向けた地域福祉の推進 

８．その他の日常生活を送る 

うえでの支援 

（１）消費者啓発事業 

（２）ごみ出し支援戸別収集サービス 

（３）高齢者等地域見守りネットワーク事業 

基本目標４ 安心して暮らし続けることができる住まいが整っているまち 

（高齢者の居住安定に関わる施策との連携） 

１．暮らしの環境整備 

（１）有料老人ホームへの指導と養護老人ホームの整備 

（２）在宅で自立した生活を続けられるための住宅改修助成 

（３）高齢者の移動手段の確保 

２．防災・安全対策の推進 
（１）ひとり暮らし高齢者宅安全対策の推進 

（２）防火・防災事業 
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基本目標５ 地域の特性を踏まえた地域包括ケアシステムを確立するまち 

（７つのブロック別活動目標） 

１．ブロック別活動目標設定 

の考え方 

（１）ブロック別活動目標設定の趣旨 

（２）ブロック別活動目標の構成 

２．各ブロック別活動目標 

（１）志賀ブロック 

（２）北部ブロック 

（３）中北部ブロック 

（４）中部ブロック 

（５）中南部ブロック 

（６）南部ブロック 

（７）東部ブロック 

基本目標６ 地域の中で安心していきいき暮らせるまち 

（あんしん長寿相談所の機能強化） 

１．あんしん長寿相談所の 

機能強化方針について 

（１）基幹型と委託による圏域型のあんしん長寿相談所の体制  

整備 

（２）効果的な運営継続のための評価の実施 

（３）あんしん長寿相談所及び生活支援・介護予防サービス情報 

の公表 

２．あんしん長寿相談所の 

役割や機能 

（１）地域ケア会議の推進 

（２）あんしん長寿相談所の運営 

①介護予防ケアマネジメント 

②総合相談 

③包括的・継続的ケアマネジメント 

④権利擁護・虐待対応 

⑤地域づくり 

⑥指定介護予防支援業務 

（３）健康づくり・生きがいづくりの推進 

①健康づくり・生きがいづくりの情報提供 

②健康づくり・生きがいづくりの市民活動の支援 

（４）運転免許証返納者等に対する生活支援 
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基本目標７ 必要な介護保険サービスを利用できるまち 

（介護保険サービスの充実） 

１．計画対象者の推計 

２．要支援・要介護認定者数の推計 

３．介護保険サービスの整備

方針 

（１）地域密着型サービスの整備目標 

①認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 

②小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅 

介護 

③認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同 

生活介護 

④地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑤定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⑥看護小規模多機能型居宅介護 

⑦夜間対応型訪問介護 

⑧地域密着型特定施設入居者生活介護 

（２）施設・居住系サービスの整備目標 

（３）介護離職ゼロへつなげる取組の推進 

（４）医療計画との整合  

（５）障害福祉との共生型サービスの提供 

４．介護給付等適正化への 

取組と目標 

「大津市介護給付適正化

計画」(抜粋) 

（１）基本的な考え方 

（２）計画期間 

（３）取組方針及び目標 

①要介護認定の適正化 

②ケアプランの点検 

③住宅改修等の点検 

④縦覧点検・医療情報との突合 

⑤介護給付費通知 

５．介護サービス・介護予防 

サービスの実績と見込み 

（１）居宅サービスの利用量の推計 

①居宅サービスの受給者数 

②介護予防サービスの受給者数 

（２）地域密着型サービスの利用量の推計 

①地域密着型サービスの受給者数 

②地域密着型介護予防サービスの受給者数 

（３）施設サービスの利用量の推計 

（４）介護給付サービスの給付費の推計 

（５）予防給付サービスの給付費の推計 

（６）総給付費の推計 

６．地域支援事業の見込み 
（１）地域支援事業の費用額推計 

（２）地域支援事業の内容 

７．介護保険料 

（１）第１号被保険者の介護保険料 

（２）保険給付及び地域支援事業に要する費用の負担割合 

（３）所得段階別保険料 
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１ 医療福祉サービスが切れ目なく利用できるまち 

（１）在宅療養を支援する拠点の充実 

① 医師会、訪問看護ステーション等と連携した在宅医療連携拠点の整備 

■進捗状況・成果 

７つの保健福祉ブロックにおける在宅医療・介護連携の推進に向け、相談の拠点とし

て３つの拠点訪問看護ステーションを開設し、専門職及び関係機関からの相談対応や多

職種連携の推進、小規模訪問看護ステーションとの連携・サポートに取り組みました。 

また、大津市医師会（以下「医師会」という。）や関係団体と協働し、在宅医療連携拠

点運営会議や実務者会議を開催し、在宅医療の支援体制について検討しました。 

■評価と今後の方向性 

今後も各種検討の場において課題への対応について継続的に協議するとともに、更な

る在宅医療連携拠点の機能強化を図る必要があります。 

 

（２）在宅療養を支援する医療福祉資源の整備と充実 

① 在宅医療に関わる医療機関等の充実 

■進捗状況・成果 

医療ニーズの高い在宅療養者の増加に備え、在宅療養支援体制を強化するために、訪

問診療体制の強化策の検討や訪問看護サービスを安定供給できるよう訪問看護ステー

ションの大規模化に取り組みました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

訪問診療を受けた者 患者数（１ヶ月あたり） 1,920 2,033 

機能強化型訪問看護ステーション 事業所数 ０ 1 

サテライト型訪問看護ステーション 事業所数 ３ 4 

資料：保健総務課 

■評価と今後の方向性 

医療ニーズの高い在宅療養者の増加に対応するため、今後も継続して、在宅医療に関

する体制を強化する必要があります。 
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② 住み慣れた場所での看取りが可能な支援体制の整備 

■進捗状況・成果 

自宅など住み慣れた場所での看取りに対するニーズに対応するために、在宅療養を希

望する方への支援体制を整備するため、合同研修会や事例検討会を通じて、関係機関の

連携強化に取り組みました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、各保健福祉ブロックにおける合同研修会等を通じて、顔の見える関係の構築

や拠点訪問看護ステーションの活用を促進し、引き続き支援する必要があります。 

 

 

（３）入院から在宅療養への円滑な移行の促進 

① 入退院支援ルールの運用促進 

■進捗状況・成果 

入退院時の支援を効果的に行うため、入退院支援ルールとして「大津保健医療圏域に

おける入退院支援の手引き」を作成し、運用しています。 

入院から在宅療養への円滑な移行を図るため、病院とケアマネジャーで入退院支援に

関する情報交換会を開催し、関係者間での情報交換を行いました。また、入退院支援の

手引きの活用に関するアンケートを実施し、入退院ルールの運用促進に取り組みました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

入院時情報共有（ケアマネジャー⇒病院） 割合（％） 96.1 93.5 

退院時情報共有（病院⇒ケアマネジャー） 割合（％） 87.7 66.7 

資料：保健総務課 

■評価と今後の方向性 

入退院時の情報共有割合が減少していることから、課題の抽出と対策を検討する必要

があります。 
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② 拠点訪問看護ステーションにおける在宅移行時の相談支援 

■進捗状況・成果 

市民が安心して在宅療養を選択できる支援体制を強化するために、平成30年（2018年）

６月に拠点訪問看護ステーションを３か所設置し、専門職及び関係機関からの相談に対

応するなど支援を行いました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

拠点訪問看護ステーションでの相談 新規相談件数（延べ） 77 118 

資料：保健総務課 

■評価と今後の方向性 

今後も、市民が安心して在宅療養を選択できるよう、引き続き支援体制を維持する必

要があります。 

 

（４）医療機関の相互連携の強化 

① 地域連携クリティカルパスの運用(脳卒中・糖尿病) 

■進捗状況・成果 

脳卒中・糖尿病等に関する地域連携クリティカルパスの運用を推進し、病院と診療所、

在宅療養を支援する関係者等と連携を図りました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、継続して切れ目のない医療・介護の連携を図るため、クリティカルパスの運

用の推進を図る必要があります。 

 

② 診-診連携、病-診連携等による医療体制の充実 

■進捗状況・成果 

現在の医療提供体制を充実させるために、医師会と市内の病院が連携し、各機関がそ

れぞれの役割を果たすことで、安心して在宅療養ができる支援体制の構築に取り組みま

した。 

■評価と今後の方向性 

今後も、あらゆる場を活用して課題を整理します。また、各機関が連携することで、限

りある医療資源の有効活用についての相互理解を深め、医療提供体制の充実を図る必要

があります。 
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（５）医療福祉関係者の連携強化 

① 多職種連携協働事業の推進 

■進捗状況・成果 

各保健福祉ブロックにおいて、多職種の地域リーダーやブロックリーダーが行政と協

働し、合同研修会を開催しました。また、職種の垣根を越えた多職種の相互理解やネッ

トワークづくりに取り組みました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

多職種合同研修会 
開催回数 36 27 

参加人数 1,772 1,426 

資料：保健総務課 

■評価と今後の方向性 

今後も各保健福祉ブロックが合同研修会を実施することで、在宅療養において互いを

活かしあえるよう、多職種の役割について理解を深め、ネットワークの強化に努める必

要があります。 

 

② 看護職の多分野連携推進 

■進捗状況・成果 

病院や診療所、介護事業所、施設等に従事する看護職がお互いの分野の理解促進や連

携を図るために、定期的に研修会や情報交換の機会を設け、効果的な医療・介護連携を

推進しました。 

■評価と今後の方向性 

医療ニーズの高い市民が安心して在宅療養を送ることができるようにするためには、

今後も継続して看護職が相互に他分野の理解を深め、連携の強化を図る必要があります。 

 

③ 患者情報を共有するための医療情報連携ネットワークの整備と活用の推進 

■進捗状況・成果 

患者情報を共有するために、「大津保健医療圏域における入退院支援の手引き」及び「地

域連携クリティカルパス」、医師会との協働による「大津市医師会 ケアマネタイム」等

を活用することで、医療情報連携ネットワークの整備と活用の推進に取り組みました。 

■評価と今後の方向性 

関係者において活用事例を共有し、効果的なネットワークの構築について、引き続き

検討していく必要があります。 
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（６）在宅療養・在宅看取りについての普及・啓発 

① 適切な医療のかかり方についての普及・啓発 

■進捗状況・成果 

様々な活動の場を通じて、適切な医療のかかり方やかかりつけ医の推進などの啓発に

取り組みました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、引き続きリーフレットやＤＶＤ等を活用し、啓発・普及に努めていく必要が

あります。 

 

② 在宅医療、介護に関する市民理解の促進と相談支援 

■進捗状況・成果 

在宅医療、介護に関する市民理解を促進するために、市民の相談窓口である、あんし

ん長寿相談所と医療・介護関係機関が連携し、適切な情報提供を行うとともに、安心し

て在宅療養が行えるよう相談支援に取り組みました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、各保健福祉ブロックで開催する市民啓発講座や出前講座、相談事業等を通じ

て、在宅療養・介護に関する市民理解を進めていく必要があります。 

 

③ 在宅療養の姿を自らが考え意思表示が行えるための支援 

■進捗状況・成果 

在宅療養のサービスを受ける高齢者自身が、「どのように生き、どのように最期を迎え

るか」について、周囲の人に意思表示ができることを目指して、在宅療養を支援するシ

ステムや相談窓口などの情報提供を行う講座を関係機関と共同して実施しました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

在宅療養・看取りの市民啓発講座 

「おおつ在宅療養応援講座」 

開催回数 10 15 

参加人数 970 812 

資料：保健総務課 

■評価と今後の方向性 

本人自らが自身の在宅療養の姿を考え、意思決定できるよう正しい情報提供を行うと

ともに、引き続き、在宅療養の支援システムの構築に努めていく必要があります。 
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（７）介護サービス事業者・ケアマネジャーへの支援 

① 介護サービス事業所の課題聴取と解決策の検討 

■進捗状況・成果 

介護相談員が施設や介護サービス事業所を訪問し、介護サービス利用者及びその家族

等の相談に応じ、利用者等の疑問や不安の解消を図るとともに、介護サービスの質的な

向上に努めました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

介護相談員派遣事業 
開催回数 9 8 

参加人数 17 16 

資料：介護保険課   

■評価と今後の方向性 

引き続き、介護相談員が訪問し、利用者やその家族の相談に応じ、利用者等の疑問や

不安の解消、介護サービスの質の向上を図ります。 
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２ 認知症になっても地域の中で安心して生活できるまち 

（１）認知症施策の推進 

① 認知症予防対策の推進 

■進捗状況・成果 

あんしん長寿相談所やすこやか相談所が地区組織とのつながりの中で、地域から依頼

のあったサロン等の通いの場において、認知症予防や認知症への理解についての出前講

座を行い、認知症予防対策の推進を図っています。 

■評価と今後の方向性 

今後も引き続き、あんしん長寿相談所やすこやか相談所が地区組織とのつながりの中

で、認知症への理解や認知症予防などの「出前講座」や「認知症サポーター養成講座」、

「健康イベントでの認知症タッチパネル体験」など実施し、認知症予防対策の推進に取

り組む必要があります。 

 

② 早期診断・早期対応の充実 

○「認知症初期集中支援チーム」による相談・支援体制の拡充 

■進捗状況・成果 

令和元年（2019年）度は、支援ケース35件のうち、専門医受診を受けていないケースが

28件ありましたが、「認知症初期集中支援チーム」の介入により17件が受診につながりま

した。 

また、介護サービスを利用していないケースが29件ありましたが、介入により16件が

利用につながりました。その他、認知症初期集中支援チームの活動の周知を行うことで、

介護支援専門員（以下「ケアマネジャー」という。）や家族からの相談もみられました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

認知症初期集中支援事業 支援ケース数 42 35 

資料：長寿政策課   

■評価と今後の方向性 

認知症初期集中支援チームを２チーム体制にすることで、よりきめ細かく丁寧に対応

することができました。今後も、認知症の本人や家族の気持ちに寄り添い、必要な人に

必要な支援を行うために、認知症初期集中支援チームの普及・啓発に努め、医療や福祉

の専門機関との支援体制の構築に努めます。 
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○認知症ケアパスの普及・充実 

■進捗状況・成果 

「認知症ケアパス」だけでなく、「認知症チェックリスト」や認知症関連の情報をまと

めた「大津市認知症ガイドブック」を作成し、各あんしん長寿相談所に設置し、相談時に

認知症の人や家族に必要な情報が提供されるように努めました。 

■評価と今後の方向性 

「認知症ケアパス」や認知症に関連する必要な情報をまとめた「大津市認知症ガイド

ブック」を相談時や健康教育等で効果的に活用し、今後も引き続き認知症の人や家族に

対して普及・啓発に努めます。 

 

○医療機関や医師会との連携体制及び相談業務の充実 

■進捗状況・成果 

医師会の協力のもと、認知症サポート医を養成し、誰でも気軽に相談できる場所とし

て、「もの忘れ相談」を実施しました。また、認知症に関わる専門職等が対応する「認知

症相談窓口協力事業所」の充実に努めました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

認知症相談窓口協力事業所登録事業 登録事業所数 110 112 

資料：長寿政策課   

■評価と今後の方向性 

医師会の協力のもと、養成した認知症サポート医が現在39名になりました。今後も「も

の忘れ相談」を開催し、かかりつけ医やあんしん長寿相談所等との連携を図っていきま

す。 
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③ 認知症を正しく理解し、地域で支える体制の構築 

○市民への普及・啓発活動の強化 

■進捗状況・成果 

認知症世界アルツハイマーデーを含む、９月15日から30日までを認知症の情報を発信

する「認知症啓発ウィーク」として、オレンジリングフォーラムおおつや認知症街頭啓

発活動などを実施し、認知症に関連する情報の普及・啓発に努めました。「介護マーク」

の普及により、利用者が増えています。 

■評価と今後の方向性 

今後も「認知症啓発ウィーク」として、オレンジリングフォーラムおおつや認知症街

頭啓発活動などを実施し、市民へ認知症の正しい知識の普及・啓発に努めます。 

 

○認知症サポーター及び認知症キャラバン・メイトの養成と地域活動の推進 

■進捗状況・成果 

認知症サポーター養成講座については、若年層や現役世代等、あらゆる年代に認知症

の人への理解を広めるため、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温

かく見守る認知症サポーターの養成に努めました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

認知症サポーターの養成 人数 1,793 1,526 

資料：長寿政策課   

■評価と今後の方向性 

認知症サポーター養成講座において、認知症サポーターを22,764名(令和２年（2020年）

３月末)養成しました。今後は、「認知症サポーターステップアップ講座」を開催し、認知

症サポーターとして活動するチームづくりに努めます。 
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○認知症の人に優しい地域づくり・地域での見守り体制の構築 

■進捗状況・成果 

行方不明者が発生したとき、情報が協力機関にメール配信されることで早期発見につ

ながるよう、登録事業所、協定事業所の増加に努めました。 

また、大津市行方不明高齢者ＧＰＳ位置情報探知システム利用支援事業を新たに開始

しました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

行方不明高齢者早期発見ダイヤル登録事業 登録事業所数 227 241 

高齢者等地域見守りネットワーク事業 協定事業所数 14 16 

資料：長寿政策課   

■評価と今後の方向性 

今後も、認知症の人や家族が安心して暮らしていける地域づくり、見守り体制の構築

に努めます。 

 

○大津市認知症・虐待防止地域支援推進会議の充実 

■進捗状況・成果 

「大津市認知症・高齢者虐待防止地域支援推進会議」を開催し、認知症に関わる医療

従事者や各種団体等と認知症施策や高齢者虐待対応について検討しました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、「大津市認知症・高齢者虐待防止地域支援推進会議」を開催し、認知症施策や

高齢者虐待対応を検討していきます。 

 

○認知症ケアの質の向上 

■進捗状況・成果 

認知症介護指導者に依頼し、介護従事者を対象に「認知症ケア向上研修会」を実施し

ました。この研修会では、認知症ケアに必要な知識や技術、認知症が生活に及ぼす影響

について学びます。また、認知症の人の気持ちに寄り添った認知症の“人”を理解する視

点を身につけることができ、認知症の人の生活の質の向上を目指した介護サービスの提

供を行うことができます。 

そして、認知症ケアの実践現場で課題解決をサポートするための「認知症ケア現地相

談」を実施しました。 
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■評価と今後の方向性 

今後も「認知症ケア向上研修」と「認知症ケア現地相談」を実施することで、認知症の

人の生活の質の向上を図っていきます。 

 

○若年性認知症施策の推進 

■進捗状況・成果 

若年性認知症の人や家族が交流できる場所として、若年性認知症カフェを開設しまし

た。また、個別ケースの相談として、各あんしん長寿相談所や認知症初期集中支援チー

ムで対応しています。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

若年性認知症の人やその家族の集いの場 箇所数 1 1 

資料：長寿政策課   

■評価と今後の方向性 

若年性認知症の人は、就労継続が難しく金銭面や対人関係に課題を抱えやすいため、

若年性認知症の人や家族が安心して生活できるよう、医療、福祉、介護の関係者や企業

に対して若年性認知症の理解についての普及・啓発に努めます。 

 

④ 家族介護者への支援 

○認知症の人や家族介護者への支援の強化 

■進捗状況・成果 

認知症の人や家族、専門職や地域住民のだれもが集うことのできる認知症カフェを委

託開催し、認知症の人とその家族に対する支援を地域全体で行うとともに、認知症理解

についての普及・啓発に努めました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

認知症カフェ 箇所数 17 16 

資料：長寿政策課   

■評価と今後の方向性 

認知症の人とその家族に対する支援を地域全体で行うとともに、認知症理解について

の普及・啓発をさらに推進します。 
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（２）高齢者虐待の防止と権利擁護 

① 高齢者虐待の防止と身体拘束廃止の推進 

○高齢者虐待の防止 

■進捗状況・成果 

あんしん長寿相談所を中心に、大津市権利擁護サポートセンター職員や弁護士をメン

バーとする虐待対応検討会議を定期的に開催し、高齢者虐待の対応スキルの向上を図り

ました。 

また、認知症サポーター養成講座や高齢者虐待防止に関する研修会の開催等を通じて

高齢者虐待防止の普及・啓発を行いました。 

■評価と今後の方向性 

今後も引き続き、認知症サポーター養成講座や高齢者虐待防止に関する研修会の開催

等を通じて高齢者虐待防止の普及・啓発に取り組む必要があります。 

 

○身体拘束廃止の推進 

■進捗状況・成果 

虐待対応検討会議を定期的に開催し、弁護士等、第三者の専門職からアドバイスを受

け、職員の虐待対応スキルの向上を図るとともに、虐待対応方針の妥当性を検証しまし

た。 

■評価と今後の方向性 

今後も継続的に虐待対応検討会議を開催し、高齢者虐待の防止と身体拘束廃止の推進

を図るとともに、市民や関係機関の従事者等に向けて、高齢者虐待の普及・啓発に取り

組む必要があります。 

 

 

② 高齢者の権利擁護と成年後見制度の利用促進 

■進捗状況・成果 

成年後見制度の本人申立てや親族申立てが困難な人について市長申立てを行い、後見

人に対して報酬を支払うことが経済的に困難な被後見人に対して報酬助成を行っていま

す。市長申立てが必要な人については、できるだけ迅速に申立てを行い、報酬助成につ

いては、申請のあった人のうち要件に該当する人に助成を行っています。 

■評価と今後の方向性 

今後も、必要な人に対する市長申立てや報酬助成の取組を継続する必要があります。 
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３ 高齢者等が健やかに生活し、社会参加ができるまち 

（１）一般介護予防事業の推進 

① 介護予防普及啓発事業 

■進捗状況・成果 

地域組織や高齢者サロンと連携し、介護予防の講座等を通じて介護予防に関する正し

い知識の啓発に努めました。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

健康いきいき講座 開催回数 66 81 

介護予防フィットネス講座 開催箇所数 6 6 

運動実践教室 開催箇所数 5 5 

資料：地域包括ケア推進室   

■評価と今後の方向性 

介護予防に取り組む市民が増えるように、介護予防に関する正しい知識の普及・啓発

を推進する必要があります。 

 

② 地域介護予防活動支援事業 

■進捗状況・成果 

住民主体の高齢者サロン等が実施する介護予防活動に補助金を交付し、活動支援を

行っています。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

介護予防活動支援事業補助 支援団体数 37 32 

資料：地域包括ケア推進室   

■評価と今後の方向性 

高齢者自らが率先して介護予防に取り組む活動の機会が増えるよう、地域内で介護予

防活動を行う団体の活動を引き続き支援する必要があります。 
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③ 地域リハビリテーション活動支援事業 

■進捗状況・成果 

高齢者サロン等のリーダーに、介護予防に関する講座を行い、地域での介護予防活動

を広げるサポーターとしての養成を行っています。また、そのサロンなどにリハビリテー

ション専門職が出向き、正しい介護予防についての知識を伝えています。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

介護予防サポーター養成講座 養成人数 11 43 

資料：地域包括ケア推進室   

■評価と今後の方向性 

今後も広く市民へ介護予防に関する正しい知識が普及するよう、高齢者サロン等の

リーダーをサポーターとして養成し、地域での活動を支援していく必要があります。 

 

 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

■進捗状況・成果 

要支援者等の多様な生活支援のニーズにあわせて、専門的なサービスを必要とする人

には必要なサービスを提供できるよう、事業を進めてきました。 

また、自立支援に向けて、運動器の機能向上、口腔機能の向上、栄養改善及び認知症予

防等の複合型プログラムやリハビリテーション専門職による居宅への訪問と施設通所を

組み合わせた短期集中的に運動器の機能向上訓練を行うプログラムを実施してきました。 

■評価と今後の方向性 

市民の多様な生活支援ニーズに対応できるよう、多様なサービスの創設等を検討して

いく必要があります。 
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（３）介護予防サービスの推進 

① サービス内容の周知 

■進捗状況・成果 

広報おおつやホームページ、「あんしんだより」の自治会回覧等により、介護保険制度

の周知と介護予防の推進を図っています。また、地域での出前講座等で介護予防に関す

る啓発と介護予防・日常生活支援総合事業の周知を行っています。 

■評価と今後の方向性 

今後も、広報おおつやホームページ、自治会回覧等の多様な手法を用いて介護保険制

度の周知と介護予防の推進を図ります。 

 

② サービスの質の確保 

■進捗状況・成果 

主任ケアマネジャーを対象とした研修会による指導者養成に加え、個別事例検討会等

を保健福祉ブロックごとに開催しました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、主任ケアマネジャーを対象にした研修会等を開催し、ケアマネジャーの後方

支援を推進していきます。 
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（４）生活支援サービスの充実・強化 

① 生活支援コーディネーターの設置 

■進捗状況・成果 

平成29年（2017年）から、保健福祉ブロック（７か所）レベルで第２層の生活支援コー

ディネーターを設置し、あんしん長寿相談所と一体的に地域内のネットワークの構築や

地域の課題に応じた地域活動を進めてきました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、地域の課題に応じたネットワークの構築や市民と協働した活動の推進に努め

ていきます。 

 

② 生活支援サービスの基盤整備 

■進捗状況・成果 

介護保険サービスの対象とならない高齢者や単身高齢者世帯、高齢者のみ世帯へ在宅

生活を支援するための事業を実施しています。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 

実績 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

緊急通報装置 設置台数 669 599 

小規模住宅改造経費助成事業 利用者数 135 147 

転倒予防のための屋内改修サービス事業 利用者数 5 5 

紙おむつ給付事業 利用者数 1,284 1,398 

寝具丸洗いサービス事業 利用者数 252 235 

配食サービス事業 利用者数 247 341 

資料：長寿政策課   

■評価と今後の方向性 

今後も、広く市民へ事業の周知を行うとともに、必要な人に必要なサービスが行き届

くよう努めていきます。 
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（５）健康づくりの推進 

① 健康増進事業等健康づくりの推進 

■進捗状況・成果 

生活習慣病や骨粗しょう症、がんについての知識の普及として健康教育を地区組織や

関係機関と連携して実施しました。また、国民健康保険保健事業として糖尿病性腎臓病

重症化予防事業を実施しました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、生活習慣病や骨粗しょう症、認知症の予防啓発に取り組むとともに、がんの

予防及び早期発見について、がん患者とその家族への支援等関係機関と連携して進めて

いきます。 

 

② 高齢者スポーツの振興、老人健康広場整備事業の推進 

■進捗状況・成果 

大津市スポーツ推進委員協議会とともに、「地域いきいき健康マップ」を作成し、市民

へウォーキングの推進を図りました。 

■評価と今後の方向性 

高齢者のスポーツの実施率はここ４年間ほど約55％と、同じで推移しており、スポー

ツに取り組める機会や環境整備が進んでいない状況が伺えます。生涯スポーツの推進と

して、各世代がスポーツに取り組めるような機会や環境を整備していきます。 
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（６）高齢者の社会参加及び生きがいづくりの推進 

① 社会参加の促進 

■進捗状況・成果 

高齢者の社会参加を促すために、公共交通機関や福祉有償運送などの移動手段につい

て、地域交通部局と連携し、地域の現状や課題について情報共有を行ってきました。 

■評価と今後の方向性 

今後も引き続き、高齢者の社会参加を促すために、地域ごとの課題にあわせて、地域

交通部局と連携していきます。 

 

② 就労促進、シルバー人材センターの活用・充実、地域振興 

■進捗状況・成果 

ハローワーク大津と連携し、仕事を紹介できる機会を提供するための移動労働相談（就

業相談事業）を実施しました。 

また、高齢者の社会参加や生きがいづくりの推進のため、シルバー人材センターへの

活動支援を行っています。 

■評価と今後の方向性 

個々のニーズに応じたきめ細かな就労支援に取り組み、高齢者の就労機会の確保に努

め、今後も引き続き、シルバー人材センターへの活動支援を行うことが必要です。 

 

③ 高齢者クラブ活動の活性化 

■進捗状況・成果 

老人クラブの活動の活性化を促進するために、補助金を交付しています。また、高齢

者に関する情報等について老人クラブ連合会を通じて、提供しています。 

■評価と今後の方向性 

今後も老人クラブ連合会を通じ、老人クラブの活性化に向けた支援を行う必要があり

ます。 
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④ 生涯学習、世代間交流等の促進 

■進捗状況・成果 

介護予防、転倒予防などの高齢者の健康に関する講座を開催し、学習機会の充実を図っ

てきました。また、老人クラブ連合会へ委託し世代間交流事業を実施しています。 

■評価と今後の方向性 

今後も、介護予防や生活習慣病予防などの健康寿命の延伸に関する内容の講座を開催

し、さまざまな知識を学ぶ機会を提供する必要があります。 

 

⑤ ボランティア活動への支援 

■進捗状況・成果 

ボランティアのきっかけとなる講座の実施、施設でのボランティア紹介、ふれあいサ

ロン活動の支援等を実施しています。 

■評価と今後の方向性 

退職シニア等へのボランティア活動の啓発など、ボランティアに興味を持ちながら実

践に結びつかない市民への働きかけを行っていく必要があります。 

 

⑥ 健康づくり・生きがいづくりの場の提供 

■進捗状況・成果 

老人クラブ活動、レクリエーション活動、地域活動をおこなう場所として、市内各所

に老人憩いの家や老人福祉センターを設置し、活用しています。 

■評価と今後の方向性 

利用者の減少、固定化が進んでいることから、老人福祉センターのさらなる利用者増

加を目指し、施設での活動を市民に広く周知していく必要があります。 
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（７）福祉意識の啓発 

① 福祉の意識形成 

■進捗状況・成果 

高齢者の人権や福祉の問題について出前講座を実施してきました。また、大津市社会

福祉協議会（以下「市社協」という。）との連携による福祉学習の充実を図ってきました。 

■評価と今後の方向性 

地域福祉活動に対する関心の向上や、地域生活課題に関する福祉の意識を形成するた

めの福祉学習の創意工夫ある取組を行っていく必要があります。 

 

② 共生社会実現へ向けた地域福祉の推進 

■進捗状況・成果 

地域共生社会の実現のため、関係部局と現状と課題について情報共有を行ってきまし

た。また、学区社会福祉協議会（以下「学区社協」という。）が行うふれあい給食サービ

ス事業への支援を行いました。 

■評価と今後の方向性 

地域共生社会の実現に向けて、重層的体制整備事業の考え方や複合的かつ複雑な福祉

の相談を受け止めるための手段や方法について、関係部局と検討していく必要がありま

す。 

 



 

49 

 

（８）その他の日常生活を送るうえでの支援 

① 消費者啓発事業 

■進捗状況・成果 

くらしの安心カレッジや出前講座及び広報誌「ぽけっと」を作成し、安全・安心な生活

のための情報提供を行いました。 

■評価と今後の方向性 

スマートフォンなどの普及によるインターネット通信販売などのトラブルが増加して

おり、消費生活のトラブルを未然に防止するため、知識の普及や情報提供などの啓発を

進めていく必要があります。 

 

② ごみ出し支援戸別収集サービス 

■進捗状況・成果 

定期収集する廃棄物をごみ集積所に排出することが困難な世帯を支援するため、自宅

の玄関先等に出されたごみを直接収集するごみ出し支援戸別収集サービスを行っていま

す。 

■評価と今後の方向性 

引き続きごみ出し支援戸別収集サービスを継続して実施します。 

 

③ 高齢者等地域見守りネットワーク事業 

■進捗状況・成果 

地域の中に高齢者の異変を見つけるネットワークとして、高齢者等見守りネットワー

ク事業を進めてきました。協定事業者が徐々に拡大しています。 

《事業実績》 

事業名 事業単位 
実績 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

高齢者等地域見守りネットワーク事業 協定事業所数 14 16 

資料：長寿政策課   

■評価と今後の方向性 

今後も、高齢者の異変時の早期発見・対応につなげられるよう、協定事業者の拡大に

努める必要があります。 
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４ 安心して暮らし続けることができる住まいが整っているまち 

（１）暮らしの環境整備 

① 有料老人ホームへの指導と養護老人ホームの整備 

■進捗状況・成果 

サービス付き高齢者向け住宅を含む有料老人ホームへの実地指導を行いました。 

■評価と今後の方向性 

住宅課、福祉指導監査課、長寿政策課が連携し、施設管理者への聞き取りや書類等に

より運営面等をチェックし、引き続きサービスの質が確保されるよう指導を行います。 

 

② 在宅で自立した生活を続けられるための住宅改修助成 

■進捗状況・成果 

高齢者が住み慣れた自分の家で暮らし続けられるように、高齢者の状態に応じた小規

模住宅改造経費助成事業等を行っています。 

■評価と今後の方向性 

今後も助成を必要とする高齢者が利用できるよう、事業の周知を図るとともに、あん

しん長寿相談所への相談の中で適切なサービスにつなげていくよう努めます。 

 

③ 高齢者の移動手段の確保 

■進捗状況・成果 

路線バス事業者等が路線定期運行の用に供するノンステップバスを購入するための経

費に対して補助金（ひとにやさしいバス導入促進事業補助）を交付し、公共交通のバリ

アフリー化を推進しています。 

■評価と今後の方向性 

今後も、高齢者が円滑に公共交通を利用できるよう、公共交通のバリアフリー化の促

進が必要です。 
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（２）防災・安全対策の推進 

① ひとり暮らし高齢者宅安全対策の推進 

■進捗状況・成果 

民生委員の協力のもと、ひとり暮らし高齢者への火気管理指導及び住宅用火災報知器

の設置・維持管理指導を実施しました。 

■評価と今後の方向性 

プライバシーの観点から訪問調査を拒否する高齢者も多く、今後は支援の方法につい

て検討する必要があります。 

 

② 防火・防災事業 

■進捗状況・成果 

出前講座等を通じて、本市が発信するメールやＳＮＳでの避難情報や気象情報の情報

伝達について周知を行いました。 

介護サービス事業所等には、出前講座を実施し、啓発に取り組むとともに、避難確保

計画作成対象施設に対し台風を想定した合同避難訓練を実施しました。 

また、避難行動要支援者に対して名簿情報提供に関する同意確認を行いました。 

■評価と今後の方向性 

避難情報や気象情報の情報発信手段についてＳＮＳ等を用い、さらなる周知啓発に取

り組み、市民の防災意識の向上を図ります。また、地域での見守りや対応を考えてもら

えるよう訓練や出前講座等の機会を捉えて啓発を行います。 
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５ 地域の特性を踏まえた地域包括ケアシステムを確立するまち 

（１）各ブロック別活動目標 

① 志賀ブロック（担当：和邇あんしん長寿相談所） 

《事業実績》 

取 組 

〔在宅医療・介護連携の推進〕 

●多職種連携を深める場としてＯＫミーティング

を実施しました。多職種間の連携は少しずつで

きており、運営委員を定め、その都度運営委員

がテーマを設定しています。 

●事業所間の情報共有の場として、居宅事業所連

絡会、ヘルパー事業所連絡会、ショート・デイ

連絡会協議会、リーダー会を開催しており、そ

れぞれ主体的に運営しています。居宅事業所連

絡会が事例検討会を実施しました。 

●民生委員とケアマネジャーとの交流会（各学区

１～２回）を実施しました。 

●在宅看取り・在宅療養に関する市民向け講座：

和邇エリア 各年１回実施。令和元年（2019 年）

度は「健康いきいき祭り」の中で実施し、市民

62 名の参加がありました。その他、小野学区福

祉のまちづくり講座を実施し、市民 25 人、地区

組織 18 人の参加がありました。 

〔生活支援サービス体制整備の推進〕 

●第２層協議体を３回/年実施し、地域課題の共有

を図りました。第２層協議体として健康いきい

き祭りを開催しました。 

●デマンドタクシーや移動販売の情報をまとめた

地図を作成する予定でしたが、市社協が作成し

た「高齢者の暮らし寄り添い帖」を代用し、市

民への情報提供に活用しました。また、市民向

けに各学区民生委員児童委員協議会（以下「民

児協」という。）やサロンなどでチラシを配布し、

「健康いきいき祭り」で市民へ説明、登録受付

などを行いました。 

●専門職向けにはＯＫミーティングの中で交通戦

略室と合同で、勉強会を実施しました。デマン

ドタクシーの利用延べ人数は、平成 30 年（2018

年）度 2,031 人、令和元年（2019 年）度 3,064

人と、前年度より 1,033 人増加しています。 

●移動販売については、増加傾向にあり、大手スー

パーの宅配に関しても、他の地域より利用者は

増加しています。 
 

〔認知症施策の推進〕 

●出前講座、サロン等で認知症予防についての講

演会を開催しました。（受講者：平成 30 年（2018

年）度 247 人、令和元年（2019 年）度 212 人） 

●ニーズ調査の結果によると、認知症の相談窓口

の把握が 38.6％と４割近くあり、認知症予防の

講演会開催効果があったと考えられます。 

●高齢者講習（運転）改正の周知。 

●各学区民児協、サロンにて周知チラシを配布し

ました。認知症カフェや家族の会の情報収集を

行い、必要な人には随時相談などで対応しまし

た。 
 

〔地域づくり活動の推進〕 

●いきいき百歳体操の普及について、平成 30 年

（2018 年）度、立ち上げ支援２か所、体操の紹

介３か所、令和元年（2019年）度は体操の紹介

２か所、いきいき百歳体操の継続支援３か所実

施しました。 

●あんしん長寿相談所の周知を図るため、「あんし

んだより」を関係機関へ配布しました。 

〔介護予防活動の推進〕 

●介護予防のための出前講座を開催しました。 

（平成 30 年（2018 年）度 29 回、令和元年（2019

年）度 41 回） 
 

〔その他〕 

●自主返納高齢者支援制度について、各学区民児

協やサロンなどでパンフレットを配布し、周知

啓発を行いました。 
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② 北部ブロック（担当：堅田あんしん長寿相談所、真野あんしん長寿相談所） 

《事業実績》 

取 組 

〔在宅医療・介護連携の推進〕 

●多職種連携事業（あんしんネット堅田）で市民

向け講座を開催し、在宅療養について理解を深

めました。 

●多職種連携事業（あんしんネット堅田）で関係

者向けの学習会等を開催し、在宅療養における

各職種の役割について理解を深め、連携方法を

検討しました。 

●平成 30 年（2018 年）度は、「みんなでともに理

解し合おう」をテーマに勉強会を４回開催し、

令和元年(2019 年)度はアドバンス・ケア・プラ

ンニング（ＡＣＰ）をテーマに、勉強会を３回

開催しました。 
 

〔生活支援サービス体制整備の推進〕 

●葛川学区で開催している第２層協議体を、隣接

した伊香立学区でも開催し、交通手段等 IADL 低

下防止対策について検討を行いました。 

●葛川・伊香立以外の学区では、地域が主催する

まちづくりを検討する会議に参加し、学区の状

況や住民ニーズの把握に努めました。 

●平成 30 年（2018 年）度は、北部ふれあいサロ

ン交流会を開催し、真野北鍵預かり事業を実施

しました。令和元年（2019年）度は、北部ふれ

あいサロン交流会を開催し、真野北見守り会議

の開催、真野北鍵預かり事業を実施しました。 

〔認知症施策の推進〕 

●認知症についての理解を深め、認知症の早期発

見・早期対応や地域で見守りや支援ができるよ

う認知症サポーター養成講座及び出前講座を開

催しました。 

●平成 30 年（2018 年）度は、認知症サポーター

養成講座５回、キャラバン活動シルバーセミ

ナーを１回、令和元年（2019 年）度は、認知症

サポーター子ども向け養成講座１回、認知症サ

ポーター養成講座を５回開催しました。 

〔地域づくり活動の推進〕 

●サロン等気軽に行ける場所の少ない地区に対し

て「地域づくり聞き取りシート」アンケート結

果を報告し、地域での交流の場の必要性を周知

することで、サロン等の立ち上げにつながりま

した。 

●地域のサロン主催者や、今後サロンを開催予定

の団体を対象に、サロン交流会を開催し、サロ

ンの継続や充実、立ち上げ支援を行いました。 

●地域活動の中でサロン代表者にサロン交流会へ

の参加を促し、新規サロンの把握に努めました。 
 

〔介護予防活動の推進〕 

●介護予防のための運動や食事などの情報を提供

するために出前講座を実施しました。特にこれ

まで出前講座等の依頼のないサロンや老人クラ

ブに積極的に出かけて行き、介護予防の普及啓

発を行いました。 

●平成 30 年（2018 年）度は、サロン 13 か所、老

人会４か所にて健康教室（健康いきいき講座９

回、市民向け講座１回）を実施し、令和元年（2019

年）度は、サロン 15 か所、老人会３か所にて健

康教室（健康いきいき講座 10 回、介護教室１

回）を実施しました。 

 

〔その他〕 

●ブロック内の各種団体の生活支援活動（民間事

業者含）の情報を把握・集約し、市民や関係者

に提供できるようにしました。 

●ブロック内の医療機関や薬局、スーパー、マン

ション等、高齢者の生活に関係が深い機関や高

齢者が多く住む集合住宅等に、「あんしんだよ

り」を配布し、あんしん長寿相談所の周知を図

りました。 

●平成 30 年（2018 年）度は、各支所を通じ、「あ

んしんだより」の地区回覧を依頼し、地域の薬

局等 16 か所に配布しました。令和元年（2019

年）度は、自治回覧のないマンション等６か所

に配布しました。 
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③ 中北部ブロック（担当：比叡あんしん長寿相談所） 

《事業実績》 

取 組 

〔在宅医療・介護連携の推進〕 

●ブロック内の事業所を対象に口腔ケアの必要性

について３年間計画で企画し、年１回講座を開

催しました。基本的な知識の学習とケアの実際

の学習、また日常の取組について情報交換を行

い、口腔ケアの必要性について理解を深めるこ

とができました。 

〔生活支援サービス体制整備の推進〕 

●第２層協議体の会議を３回/年実施しました。ブ

ロック内で活動する各種団体の活動（民間事業

者含む）を紹介する冊子を作成することで、各

団体の活動等を知ることができました。また、

それぞれの団体が感じている地域課題について

意見交換を行い、共通認識ができました。 

 

〔認知症施策の推進〕 

●認知症サポーター養成講座だけでなく、地域の

サロン等においても意識的に認知症について話

をする機会を設けました。 

●講座開催について、担当者と打ち合わせを丁寧

に行い、体操を取り入れるなど、参加したいと

思えるような企画や広報に努めました。 

 

〔地域づくり活動の推進〕 

●ふれあいサロン交流会では、あんしん長寿相談

所の周知、介護予防の情報提供だけでなく、感

染症予防の話等、その時の話題となる内容につ

いても情報提供を行いました。 

●商業施設に「あんしんだより」の設置を依頼し

ました。また、郵便局や銀行等と高齢者の見守

りについて意見交換を行うことができました。 

 

〔介護予防活動の推進〕 

●いきいき百歳体操教室を実施されていなかった

学区に立ち上げを企画し、各学区で１か所は実

施されるようになりました。商業施設の会場で

は、健康講座も企画するなど、企業との連携体

制を強めることができました。 

●口腔ケアの向上を重点目標として各学区のサロ

ン等で講座を行いました。特に下阪本学区では、

学区社協の主催する講座のプログラムに盛り込

むことで、より多くの住民に話ができました。 

 

〔その他〕 

●日々の活動の中でサービス担当者会議やその

他、サロン等での健康講座、訪問時に情報提供

として、健康的に生活できるよう情報が掲載さ

れたパンフレットや「あんしんだより」を配布

しました。 
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④ 中部ブロック（担当：中あんしん長寿相談所、中第二あんしん長寿相談所） 

《事業実績》 

取 組 

〔在宅医療・介護連携の推進〕 

●多職種連携研修会を平成 30 年（2018 年）度に

３回、令和元年（2019 年）度に２回開催しまし

た。ほぼ毎回 50 人以上の参加があり、参加者ア

ンケートで９割以上が各職種の役割が理解でき

たと回答がありました。 

●事例検討会を平成 30 年（2018 年）度に３回、

令和元年（2019 年）度に２回開催し、各回 20 名

以上の参加があり、事例を通して各職種の連携

につなげる機会となりました。 

 

〔生活支援サービス体制整備の推進〕 

●第２層協議体のテーマを「高齢者の交流の場づ

くり」とし、会議を平成 30 年（2018 年）度は

３回、令和元年（2019 年）度は２回開催し、地

域課題を共有しました。また、商店街の店舗や

事業所の協力を得て、平成 30 年（2018 年）度

は中央学区で、令和元年（2019 年）度は長等学

区と逢坂学区でサロンを開催しました。 

●山中比叡平学区では、ケアマネジャーと地域を

結ぶ会を開催し、生活支援活動の情報共有と顔

の見える関係づくりを行いました。 

 

〔認知症施策の推進〕 

●認知症の人への理解を深めるため、認知症サ

ポーター養成講座や出前講座を開催し、平成 30

年（2018 年）度は 200 人以上、令和元年（2019

年）度は 300 人以上が受講しました。また、地

域活動の中で大津市認知症ガイドブックを配布

し、認知症の啓発に努めました。 

●他市町と隣接し、山へ迷い込む可能性が高い地

域（藤尾・山中比叡平）においては、地域ケア

会議を開催し、関係者で情報共有と対応につい

ての検討を行いました。 

 

〔地域づくり活動の推進〕 

●サロン継続支援として、平成 30 年（2018 年）

度に滋賀学区で地域サロン主催者を対象にいき

いき講座を開催し、認知症予防や転倒予防のた

めの体操等の講習を行いました。 

●山中比叡平学区においては、民生委員とケアマ

ネジャーとの交流会を開催し、住民支援のため

の連携を深めました。 

 

〔介護予防活動の推進〕 

●サロンに出向き、活動内容の確認やいきいき百

歳体操の紹介を行いました。 

●介護予防サポーター養成講座やいきいき健康講

座を開催し、サロンでの体操の取り入れと継続

支援を行いました。 

●介護予防のための出前講座を平成 30 年（2018

年）度は 16 回実施し、230 名が参加しました。

令和元年（2019 年）度は 27 回実施し、472 人が

参加しました。 

 

〔その他〕 

●個別ケースを通じて、マンションの管理人、最

寄の交番、スーパーや薬局にあんしん長寿相談

所案内の配布・掲示を依頼し、あんしん長寿相

談所の周知を図りました。 

●逢坂・中央・長等・藤尾学区の情報を掲載した

「べんり帳」を作成し、民生委員や支所に配布

しました。また、身近なサロン等の地域情報の

提供を行うとともに、あんしん長寿相談所の周

知を図りました。 
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⑤ 中南部ブロック（担当：膳所あんしん長寿相談所、晴嵐あんしん長寿相談所） 

《事業実績》 

取 組 

〔在宅医療・介護連携の推進〕 

●多職種で、在宅での看取りをテーマに研修会を

実施し、各職種の役割について理解を深めるこ

とができました。平成 30 年（2018 年）度、令

和元年（2019 年）度ともに、年３回開催し、90

か所以上の事業所から参加がありました。 

●在宅看取りをテーマに市民啓発講座を開催しま

した。（平成 30 年（2018 年）度１回、令和元年

（2019 年）度１回） 

 

〔生活支援サービス体制整備の推進〕 

●第２層協議体の企画会議に、晴嵐・富士見学区

「高齢者に関するお悩み共有会」のメンバーを

加えて、地域課題である「移送」をテーマに協

議を行いました。また、山手側の住民を対象に

外出に関するアンケートを実施し、その結果を

踏まえて買い物支援等今後の具体的な取組につ

いて方向づけができました。 

〔認知症施策の推進〕 

●認知症の人への理解を深めてもらうため、認知

症出前講座を開催しました。（平成 30 年（2018

年）度 24 回、令和元年（2019 年）度 32 回） 

●認知症サポーター養成講座について、「あんしん

だより」を通じて周知を行いました。 

 

 

〔地域づくり活動の推進〕 

●中南部ブロック保健福祉関係者連絡会を民生委

員や関係機関を対象に開催し、地域の保健福祉

に関する情報の共有を行いました。（平成 30 年

（2018 年）度１回、令和元年（2019 年）度２回） 

●ブロック全学区の民生委員とケアマネジャーを

対象に交流会を実施し、顔の見える関係づくり

に努めました。（平成 30 年（2018 年）度１回、

令和元年（2019 年）度１回） 

 

〔介護予防活動の推進〕 

●地域でのサロンや老人クラブ等の活動について

把握し、立ち上げ支援を行いました。（平成 30

年（2018 年）度３か所、令和元年（2019 年）度

２か所） 

●介護予防についての知識・啓発を目的に出前講

座を開催しました。（平成 30 年（2018 年）度 64

回、令和元年（2019 年）度 57 回） 

 

〔その他〕 

●高齢者の生活に密着している関係機関に「あん

しんだより」を配布し、あんしん長寿相談所の

周知を行いました。（平成 30 年（2018 年）度 51

か所、令和元年（2019 年）度 51 か所） 
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⑥ 南部ブロック（担当：南あんしん長寿相談所） 

《事業実績》 

取 組 

〔在宅医療・介護連携の推進〕 

●多職種連携の推進として合同研修会や市民講座

を毎年開催しました。 

●平成 30 年（2018 年）度は合同研修会２回、市

民講座１回を開催し、令和元年（2019 年）度は

「人生会議」を年間テーマとして合同研修会２

回、市民講座１回を開催しました。 

 

〔生活支援サービス体制整備の推進〕 

●田上学区で地域の各種団体との協議を４回実施

し、うち１回意見交換会を開催しました。 

●石山学区ではカギ預かり事業、ゴミ出し支援を

テーマに、地域の社会資源となり、活動が根付

くよう、地域・関係機関が集まって話し合いを

行いました。 

 

〔認知症施策の推進〕 

●認知症の人への理解を深めてもらうため、認知

症サポーター養成講座を、平成 30 年（2018 年）

度は２回、令和元年（2019年）度は３回実施し

ました。 

●各学区に認知症予防をテーマとした健康講座を

年１回実施しました。 

●地域への出前講座を行う際には、認知症予防の

啓発内容も取り入れるようにし、平成 30 年

（2018 年）度は 15 回、令和元年（2019 年）度

は 11 回実施しました。 

 

〔地域づくり活動の推進〕 

●地域課題を把握し、関係者との共有を図ること

を目的に個別地域ケア会議を、平成 30 年（2018

年）度は６回、令和元年（2019 年）度は６回開

催しました。 

〔介護予防活動の推進〕 

●介護予防のための出前講座を、平成 30 年（2018

年）度は 15 回、令和元年（2019 年）度は 22 回

実施しました。 

●平成 30 年（2018 年）度はいきいき百歳体操を

立ち上げた田上学区のサロンに１回、南郷学区

のサロンに１回、活動継続のための状況確認を

行いました。 

●令和元年（2019 年）度は新たに南郷学区に１か

所、いきいき百歳体操立ち上げ支援を行いまし

た。 

〔その他〕 

●スーパー、コンビニエンスストア、駐在所、交

番と個別ケースを通じて高齢者の見守り体制に

ついて情報共有し、あんしん長寿相談所の周知

活動を行いました。 

●平成 30 年（2018 年）度は３か所で新規に「あ

んしんだより」を配布し、令和元年（2019 年）

度は大石学区のふれあい給食の配布時と、南郷

学区の民生委員の情報誌配布時に一緒に「あん

しんだより」を配布してもらうよう依頼しまし

た。 
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⑦ 東部ブロック（担当：瀬田あんしん長寿相談所、瀬田第二あんしん長寿相談所） 

《事業実績》 

取 組 

〔在宅医療・介護連携の推進〕 

●“チーム勢多”で多職種に実施したアンケート

結果を基に、在宅療養・在宅看取りをテーマと

して経年的に取り組んできました。専門職向け

研修会では、模擬事例により専門職の強みと弱

みや、連携について実践に向けた検討をしまし

た。オンラインでの研修会を企画し、参加者の

拡大を図りました。 

●市民啓発では、在宅で看取るための準備やアド

バンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）をテー

マに研修会を開催し、アンケート結果から自分

の人生について考える機会になりました。 

 

〔生活支援サービス体制整備の推進〕 

●住民を対象に実施した「困りごとアンケート」

結果から、①リーフレットの作成（困った時に

どこに連絡していいかわからない）、②ボラン

ティア（ボランティアに興味はあるが、始める

きっかけがない）、③居場所（住んでいる地域に

気軽に集まれる場所がほしい）を３本柱に取り

組みました。 

●「東部ブロックおたすけ電話帳」を作成し配布

しました。ボランティアについては、既存のグ

ループに現状の聞き取りアンケートを実施しま

した。 

 

〔認知症施策の推進〕 

●認知症の理解、啓発を目的に、認知症サポーター

養成講座、認知症の出前講座を実施しました。

サロン等で他のテーマで出前講座を実施した際

にも、認知症の啓発を行いました。 

●民児協の定例会や相談会で認知症の早期発見の

啓発を行い、個別事例の相談につなげることが

できました。 

 

〔地域づくり活動の推進〕 

●民児協、すこやか相談所、あんしん長寿相談所

とで相談会を定期的に行い、地域の課題や個別

支援等について協議しました。相談会をしてい

ない学区にも働きかけ、相談会の開催につなが

りました。 

●民児協との相談会から虐待の相談が増加し、 

虐待の早期発見につながりました。 

●地域ケア会議「エリア会議」を年１回開催し、

地区組織、関係機関、介護・福祉の専門職で地

域の課題について現状を把握し、情報共有しま

した。 

 

〔介護予防活動の推進〕 

●身近な所で介護予防の活動に参加できるよう、

公民館や自治会館でいきいき百歳体操を実施す

るサロンの立ち上げ支援を行いました。 

●介護予防活動が住民主体で活動できるよう、 

サロンからの相談対応や出前講座等で継続支援

を行いました。 

 

〔その他〕 

●各学区の自治連合会や民児協等地区組織の会議

に出向き、「あんしん案内」や「あんしんだより」

を配布し、相談所の周知を行いました。 

●スーパーや医療機関等に「あんしんだより」の

掲示を依頼し、あんしん長寿相談所の周知を行

いました。 
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６ 地域の中で安心していきいき暮らせるまち 

（１）あんしん長寿相談所の機能強化方針について 

① 基幹型と委託による圏域型のあんしん長寿相談所の体制整備 

■進捗状況・成果 

平成30年（2018年）７月から膳所地域包括支援センターの担当エリアの一部を委託し、

晴嵐あんしん長寿相談所（地域包括支援センター）を開設しました。 

また、令和元年（2019年）７月から中地域包括支援センターの担当エリアの一部を委

託し、中第二あんしん長寿相談所（地域包括支援センター）を、さらに令和２年（2020

年）７月には堅田地域包括支援センターの担当エリアの一部を委託し、真野あんしん長

寿相談所（地域包括支援センター）を開設しました。これにより11か所、18チームの構成

となっています。 

■評価と今後の方向性 

基幹型地域包括支援センターと圏域型地域包括支援センターが連携して業務に取り組

む必要があります。また、日常生活圏域で未整備地域である４か所の整備について、今

後の整備方針を策定することが必要です。 

 

② 効果的な運営継続のための評価の実施 

■進捗状況・成果 

地域包括支援センター運営協議会の開催を通じて、あんしん長寿相談所の活動実績に

対する評価や今後の体制整備の検討等を実施しています。 

■評価と今後の方向性 

今後も、適切な評価に取り組む必要があります。 

 

③ あんしん長寿相談所及び生活支援・介護予防サービス情報の公表 

■進捗状況・成果 

厚生労働省が運用する介護サービス情報公開システムを活用し、公表しています。 

■評価と今後の方向性 

今後も、活用、公表を継続する必要があります。 
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（２）あんしん長寿相談所の役割や機能 

① 地域ケア会議の推進 

■進捗状況・成果 

各エリアで地域ケア個別会議を開催するとともに、新たに多職種の助言を得ながら自

立支援・介護予防を目指す、自立支援のための地域ケア個別会議についても開催しまし

た。また、各エリアの地域課題を踏まえ、地域包括ケア部会で課題解決に向けての検討

を進めています。 

■評価と今後の方向性 

今後も、地域ケア個別会議を通じて地域の課題を抽出し、課題解決につなげるため、

継続して取り組む必要があります。 

 

② あんしん長寿相談所の運営 

○介護予防ケアマネジメント 

■進捗状況・成果 

介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対して、介護予防ケアマネジメントを通じ

て、対象者や家族と目標を共有するとともに、対象者の意欲を引き出し、介護予防サー

ビス等の利用を通じて身体機能の維持向上および生活の質の向上に努めています。 

■評価と今後の方向性 

高齢者の自立支援につながるケアマネジメントを継続していく必要があります。 

 

○総合相談 

■進捗状況・成果 

高齢者の総合相談窓口として、市民や事業所等からの医療・福祉・介護等の相談に応

じるとともに、民生委員や地域の関係者と連携し、必要な支援につなげています。 

また、総合相談に関する研修や事例検討会等の実施により、相談援助技術の向上と平

準化を行い、生活支援コーディネーター等と連携し、地域のフォーマル・インフォーマ

ルな情報の把握や情報提供を行っています。 

■評価と今後の方向性 

市民や事業所からの相談に迅速に対応できるよう、継続して取り組む必要があります。 
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○包括的・継続的ケアマネジメント 

■進捗状況・成果 

居宅介護支援事業所のケアマネジャー等に対して、個別支援を実施しています。また、

介護支援専門員連絡協議会と研修会等を企画し、地域ケア会議が各エリアで円滑に実施

できるようにするための実践研修を実施しています。 

■評価と今後の方向性 

今後も、ケアマネジャーや主任ケアマネジャーのさらなる資質向上を図る必要があり

ます。 

 

○権利擁護・虐待対応 

■進捗状況・成果 

成年後見制度や権利擁護に関する相談対応を行いました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、高齢者虐待について的確な対応に努めます。 

 

○地域づくり 

■進捗状況・成果 

あんしん長寿相談所を多くの市民に知ってもらえるよう、出前講座等のあらゆる機会

を捉えて周知・啓発に努めました。また各地区の地区組織や介護事業所等の関係者と連

携を深めました。 

■評価と今後の方向性 

地域におけるネットワークの構築やふれあいのまちづくりを進めるため、継続して取

り組む必要があります。 

 

○指定介護予防支援業務 

■進捗状況・成果 

要支援者の増加に伴い、居宅介護支援事業所へのケアプランの委託を行いました。 

また、新たなあんしん長寿相談所の開設により、ケアマネジャーの配置を行いました。 

■評価と今後の方向性 

今後も、委託先の確保とあんしん長寿相談所のケアマネジャーの確保に継続して取り

組む必要があります。 
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③ 健康づくり・生きがいづくりの推進 

○健康づくり・生きがいづくりの情報提供 

■進捗状況・成果 

健康づくり・生きがいづくりに関する情報発信のため、「あんしん長寿相談所だより」

を年３回発行し、自治会回覧に加えて、地域の銀行や商店、薬局等の協力を得て配布し

ています。 

■評価と今後の方向性 

今後も、情報提供のために「あんしん長寿相談所だより」の発行を継続する必要があ

ります。 

また、効果的に高齢者への情報発信ができるよう、新たな配布先を増やしていきます。 

 

○健康づくり・生きがいづくりの市民活動の支援 

■進捗状況・成果 

依頼に応じて、サロンなど住民主体の集いの場へ出前講座を行っています。 

■評価と今後の方向性 

依頼に応じて対応することに合わせ、自主活動の支援等も実施していく必要がありま

す。 

 

 

④ 運転免許証返納者等に対する生活支援 

■進捗状況・成果 

運転免許証を返納された方のうち、本人同意がとれ、滋賀県警からあんしん長寿相談

所へ情報提供があった場合に、本人の状況に合わせて滋賀県警と同行して訪問等を行い

ました。 

■評価と今後の方向性 

今後も滋賀県警から情報提供があった場合には、速やかな訪問及び丁寧な相談支援を

行う必要があります。 
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７ 必要な介護保険サービスを利用できるまち 

（１）計画対象者の推計 

（総論第２章を参照） 

 

（２）要支援・要介護認定者数の推計 

（総論第２章を参照） 

 

（３）介護保険サービスの整備方針 

① 地域密着型サービスの整備目標 

■進捗状況・成果 

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び看護小規模多機能型居宅介

護の整備を目標どおり事業採択し達成しました。 

《事業実績》 

地域密着型サービス 整備目標 選定状況 

認知症対応型通所介護（介護予防含む） ４か所・48人分 選定なし 

共用型認知症対応型通所介護（介護予防含む） ２か所・６人分 選定なし 

小規模多機能型居宅介護（介護予防含む） １か所 １か所 

認知症対応型共同生活介護（介護予防含む） ４か所・72人分 ４か所・72人分 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ３か所・87人分 ２か所・58人分 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ２か所 １か所 

看護小規模多機能型居宅介護 ２か所 ２か所 

資料：介護保険課  

■評価と今後の方向性 

未整備サービスについて、ニーズを把握しながら整備を検討する必要があります。 
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② 施設・居住系サービスの整備目標 

■進捗状況・成果 

おおむね目標どおり事業採択し達成しました。 

《事業実績》 

施設・居住系サービス 整備目標 選定状況 

介護老人福祉施設（短期入所生活介護からの転換） 
170人分 

うち短期入所生活 

介護からの転換は 

最大50人分 

７か所・50人分 

介護老人福祉施設（新設・増床） ２か所・110人分 

資料：介護保険課  

■評価と今後の方向性 

待機者数の現状や医療計画との整合性及び介護保険料の上昇とのバランスを図りなが

ら、整備数を検討する必要があります。 

 

③ 介護離職ゼロへつなげる取組の推進 

■進捗状況・成果 

仕事と介護の両立に関するパンフレット等の窓口配布や事業所への配布を実施しまし

た。また、市内事業者等に向け、ワーク・ライフ・バランスの充実・働き方改革の推進に

ついてのセミナーを開催しました。 

■評価と今後の方向性 

仕事と介護の両立を実現するため、事業者が従業員一人ひとりのワーク・ライフ・バ

ランスの充実が図られるよう、雇用環境の整備に積極的に取り組むことが重要であり、

さらなる啓発が必要です。また、介護離職を防ぐため、更なる介護保険サービスの充実

が必要です。 

 

④ 医療計画との整合 

（総論第１章を参照） 
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⑤ 障害福祉との共生型サービスの提供 

■進捗状況・成果 

介護保険分野と障害福祉分野の連携に関する研修会を実施するとともに、事業者に対

し、集団指導において制度の周知を図りました。 

■評価と今後の方向性 

介護保険制度の対象となる障害のある人の多様なニーズにきめ細かく対応し、サービ

スが十分に利用できないといったことがないよう、生活実態に即したサービスの調整に

努めます。 

 

 

（４）介護給付等適正化への取組と目標 

■進捗状況・成果 

おおむね目標どおり取組を達成しました。 

《事業実績》 

取組方針 実施目標 
実績 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

要介護認定の適正化 調査票の点検 100% 100% 

ケアプランの点検 ケアプラン点検 164件 121件 

住宅改修等の点検 現地確認等実態調査の実施 45件 41件 

縦覧点検・医療情報との突合 
国保連への委託、データを活用

した突合 
100％ 100％ 

介護給付費通知 給付費通知同封文書の検討 １回 １回 

資料：介護保険課  

■評価と今後の方向性 

今後も介護サービスを必要とする人が真に必要とする過不足のないサービスを、事業

者が適切に提供するよう促す各種取組を行っていきます。 
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（５）介護サービス・介護予防サービスの実績と見込み 

① 居宅サービスの利用量の推計 

② 地域密着型サービスの利用量の推計 

③ 施設サービスの利用量の推計 

④ 介護給付サービスの給付費の推計 

⑤ 予防給付サービスの給付費の推計 

⑥ 総給付費の推計 

（各論第７章を参照） 

 

（６）地域支援事業の見込み 

① 地域支援事業の費用額推計 

（各論第７章を参照） 
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第４章 第８期計画の基本理念及び基本目標 

 

 

１ 基本理念 

第７期計画においては、地域包括ケアシステムの深化・推進のため、「地域の中で支えあ

い、安心していきいきと、最期まで住み続けられるまち おおつ」を基本理念とし、介護保

険サービスの充実に加え、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進と高齢者の権利

擁護、高齢者の自立支援と重度化防止の推進、日常生活を支援する体制の整備、あんしん

長寿相談所の機能強化等の取組を推進してきました。 

第８期計画では、前計画を継承し、高齢者をはじめとした全ての人々がそれぞれの人生

を豊かにすることを目指し、ともに健康づくりに取り組み、その有する力を発揮し、また、

支援が必要なときに適切な支援を受けられるまちづくりに取り組みます。 

そして、生涯を通じて、住み慣れた地域で社会とつながり、安心して暮らすことができ

るよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が切れ目なく提供される地域包括ケアシステ

ムの構築を目指し、以下の基本理念を定めます。 

 

＜基本理念＞ 

地域の中で いきいきと自分らしく 

安心して暮らし続けられるまち おおつ 
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２ 基本目標 

大津市の高齢者を取り巻く現状を踏まえ、基本理念の実現に向けて、高齢者施策を推進

するうえで重要な視点を第７期計画から引き継ぎ発展させるとともに、より地域の特性に

そった地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、以下の７つを基本目標として設定

します。 

 

 

 基本目標１ 医療福祉サービスが切れ目なく利用できるまち 

（在宅医療・介護連携の推進） 

高齢者の増加に伴い、医療と介護の両方を必要とする方や認知症の方が増加しています。 

住み慣れた地域で暮らし続けるためには、本人と家族が医療福祉サービスについて知り、

相互に心の準備をしておくこと、また、加えて、医療・介護などの専門職が、連携して支援

することが必要です。 

このため、必要な在宅医療・介護・生活支援などが切れ目なく提供されるよう、在宅医

療・介護連携に取り組むとともに、介護人材の確保促進に取り組みます。 

 

 

 基本目標２ 認知症になっても地域の中で安心して生活できるまち 

（認知症施策の推進と高齢者の権利擁護） 

認知症になっても本人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域の中で自分らしく

安心して生活できるまちを目指します。 

国において示された「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知症の方やその家族の暮らし

を支える施策を実施するとともに、認知症に関する正しい知識の普及により、早期発見・

早期対応や、認知症の状態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供、地域での見守り体制

整備、高齢者の虐待防止と権利擁護の推進に取り組みます。 
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 基本目標３ 高齢者等が健やかに生活し、社会参加ができるまち 

（生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進） 

高齢者一人ひとりに対し、フレイル等の心身の多様な課題に対応したきめ細かな保健事

業を行うため、運動、口腔、栄養、社会参加等の観点から、保健事業と介護予防の一体的な

実施を推進していきます。 

また、介護が必要な状態にならないよう、あるいはできるだけ遅らせるよう、市民の健

康力を高め、健康づくりや介護予防を推進するための施策に取り組むとともに、介護予防

サポーターを養成するなど、担い手の養成やリハビリ専門職などの支援等により、介護予

防の実効性を高めていきます。 

高齢単身世帯や高齢者のみ世帯の増加により、生活支援サービスの必要性もさらに高

まっていることから、今後も、あんしん長寿相談所と生活支援コーディネーターが一体と

なって、生活支援体制整備の充実・強化を図ります。 

さらに、高齢者の健康づくりやスポーツ活動の促進、社会参加及び生きがいづくりの推

進に取り組みます。 

 

 基本目標４ 安心して暮らし続けることができる住まいが整っているまち 

（高齢者の居住安定に関わる施策との連携） 

高齢単身世帯や高齢者のみ世帯は、大規模災害時の避難が困難であったり、詐欺などの

トラブルの標的になりやすいなど、防災や防犯上の配慮が必要です。 

住み慣れた地域で安心して生活を継続することができるよう、生活の基盤である住まい

の確保や安全対策、様々な主体による見守り体制の構築、災害対策や感染予防対策の強化

など、住みやすい生活環境づくりに取り組みます。 

 

 基本目標５ 地域の特性を踏まえた地域包括ケアシステムを確立するまち 

（７つのブロック別活動目標） 

大津市は南北に長く、さまざまな地域特性を有しており、それぞれにふさわしい地域包

括ケアシステムの深化・推進が求められています。 

第７期計画で掲げた７つのブロック別活動目標を踏まえ、それぞれの地域特性にあわせ

た地域包括ケアシステムの確立へ向けて、取組を進めます。 
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 基本目標６ 地域の中で安心していきいき暮らせるまち 

（あんしん長寿相談所の機能強化） 

地域の中核的な拠点であるあんしん長寿相談所については、高齢者の相談を総合的に受

け付け、関係機関と連携しつつ、必要な支援につなげる地域の拠点としての役割を果たせ

るよう努めます。また、個人の課題や地域の課題を把握・検討し、地域の課題を市の施策に

つなげるなど、あんしん長寿相談所の機能が十分に発揮され、高齢者が利用しやすいあん

しん長寿相談所を目指します。 

さらに、あんしん長寿相談所は、事業の自己評価と質の向上のための取組を進めるとと

もに、事業実施状況評価を行います。 

 

 基本目標７ 必要な介護保険サービスを利用できるまち 

（介護保険サービスの充実） 

施設サービスについては、引続き、特別養護老人ホームや地域密着型特別養護老人ホー

ム等の施設整備を進めます。また、地域密着型サービスについては認知症対応型共同生活

介護（グループホーム）や看護小規模多機能型居宅介護等を既存施設との配置バランス等

も考慮しながら整備します。 

保険給付費は、今後も増加が見込まれることから、利用者のニーズに応じた適切な介護

保険サービスが提供できる体制を整備し、介護を受ける本人の身体機能、精神機能の維持

を図るとともに、自分らしい生活を送ることができる介護サービスの充実に努めます。 

また、介護保険制度が持続可能で安定的に運営されるよう、要介護認定の適正化やケア

プランの点検等の介護給付適正化に取り組みます。 
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３ 施策の体系 

基本目標１ 医療福祉サービスが切れ目なく利用できるまち 

（在宅医療・介護連携の推進） 

１．在宅療養の推進 
（１）医師会、訪問看護ステーション等と連携した在宅療養の 

推進 

２．在宅療養を支援する医療 

福祉資源の充実 

（１）在宅医療に関わる医療機関等の充実 

（２）住み慣れた場所での看取りが可能な支援体制の強化 

３．入院から在宅療養への 

円滑な移行の促進 

（１）入退院支援ルールの運用促進 

（２）拠点訪問看護ステーションにおける在宅移行時の相談支援 

４．医療機関の相互連携の 

強化 

（１）地域連携クリティカルパスの運用（脳卒中・糖尿病） 

（２）診-診連携、病-診連携等による医療体制の推進 

５．医療福祉関係者の連携 

強化 

（１）多職種連携協働事業の推進 

（２）看護職の多分野連携の推進 

（３）患者情報を共有するための医療情報連携ネットワークの 

整備と活用の推進 

６．在宅療養・在宅看取り 

についての普及・啓発 

（１）適切な医療のかかり方についての普及・啓発 

（２）在宅医療、介護に関する市民理解の促進と相談支援 

（３）在宅療養の姿を自らが考え意思表示が行えるための支援 

７．介護サービス事業者・ 

ケアマネジャーへの支援 
（１）介護サービス事業所の課題聴取と解決策の検討 

８．地域包括ケアシステムを 

支える介護人材確保及び 

事業所における業務効率 

化の取組の推進 

（１）介護人材の確保 

（２）事業所における業務効率化の取組の推進 

９．介護離職ゼロへつなげる 

取組の推進 

（１）ワーク・ライフ・バランスに関する啓発と情報提供 

（２）介護サービスの充実と相談体制の強化 

基本目標２ 認知症になっても地域の中で安心して生活できるまち 

(認知症施策の推進と高齢者の権利擁護) 

１．認知症施策推進大綱を踏 

まえた認知症施策の推進 

（１）認知症予防対策の推進 

（２）早期診断・早期対応の充実 

①「認知症初期集中支援チーム」による相談・支援体制の推進 

②大津市認知症ガイドブックの普及・充実 

③医療機関や医師会との連携体制及び相談業務の充実 

（３）認知症を正しく理解し、地域で支える体制の構築 

①市民への普及・啓発活動の強化 

②認知症サポーター及び認知症キャラバン・メイトの養成と 

地域活動の推進 

③認知症の人に優しい地域づくり・地域での見守り体制の充実 

④大津市認知症・高齢者虐待防止地域支援推進会議の開催 

⑤認知症ケアの質の向上 

⑥若年性認知症施策の推進 

⑦認知症本人からの発信への支援 

（４）認知症の人の家族介護者への支援 

２．高齢者虐待の防止と権利 

擁護 

（１）高齢者虐待の防止と身体拘束の防止の推進 

①高齢者虐待の防止 

②身体拘束の防止 

（２）高齢者の権利擁護と成年後見制度の利用促進 
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基本目標３ 高齢者等が健やかに生活し、社会参加ができるまち 

（生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進） 

１．高齢者の保健事業と介護 

予防の一体的実施 

（１）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組 

（２）地域課題の分析と対象者の把握、医療関係団体等との連絡 

調整 

（３）高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ） 

（４）通いの場等への積極的な関与等 

（ポピュレーションアプローチ） 

２．一般介護予防事業の推進 

（１）介護予防普及啓発事業 

（２）地域介護予防活動支援事業 

（３）地域リハビリテーション活動支援事業 

①介護予防サポーター養成講座 

②地域リハビリテーションサポーター会議 

３．介護予防・日常生活支援 

総合事業の推進 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

①訪問型サービス（第１号訪問事業） 

②通所型サービス（第１号通所事業） 

③生活支援サービス（第１号生活支援事業） 

４．介護予防サービスの推進 
（１）サービス内容の周知 

（２）サービスの質の確保 

５．生活支援サービスの充実 

（１）生活支援体制整備事業の充実 

（２）生活支援・介護予防サービス情報の公表 

（３）その他の在宅サービス 

６．健康づくりの推進 
（１）健康増進事業等健康づくりの推進 

（２）高齢者スポーツの振興 

７．高齢者の社会参加及び 

生きがいづくりの推進 

（１）社会参加の促進 

（２）就労促進、シルバー人材センターの活用 

（３）高齢者クラブ活動の活性化 

（４）生涯学習、世代間交流等の促進 

（５）ボランティア活動への支援 

（６）健康づくり・生きがいづくりの場の提供 

８．福祉意識の啓発 
（１）福祉の意識醸成 

（２）地域共生社会実現へ向けた地域福祉の推進 

９．その他の日常生活を送る 

うえでの支援 

（１）消費者啓発事業 

（２）ごみ出し支援戸別収集サービス 

（３）高齢者等地域見守りネットワーク事業 

基本目標４ 安心して暮らし続けることができる住まいが整っているまち 

（高齢者の居住安定に関わる施策との連携） 

１．暮らしの環境整備 

（１）有料老人ホーム等に係る情報連携の推進 

（２）高齢者の住まいの安定的な確保 

（３）住み慣れた住宅の改造助成 

（４）高齢者の移動手段の確保 

２．防災・安全対策の推進 
（１）防災事業 

（２）災害や感染症対策に係る介護サービス事業所等の体制整備 
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基本目標５ 地域の特性を踏まえた地域包括ケアシステムを確立するまち 

（７つのブロック別活動目標） 

１．ブロック別活動目標設定 

の考え方 

（１）ブロック別活動目標設定の趣旨 

（２）ブロック別活動目標の構成 

２．各ブロック別活動目標 

（１）志賀ブロック 

（２）北部ブロック 

（３）中北部ブロック 

（４）中部ブロック 

（５）中南部ブロック 

（６）南部ブロック 

（７）東部ブロック 

基本目標６ 地域の中で安心していきいき暮らせるまち 

（あんしん長寿相談所の機能強化） 

１．あんしん長寿相談所の 

機能強化方針 

（１）基幹型と委託による圏域型のあんしん長寿相談所による 

体制の強化 

（２）効果的な運営継続のための評価の実施 

２．あんしん長寿相談所の 

役割や機能 

（１）地域ケア会議の推進 

（２）あんしん長寿相談所の運営 

①介護予防ケアマネジメント 

②総合相談 

③包括的・継続的ケアマネジメント 

④権利擁護・虐待対応 

⑤地域づくり 

⑥指定介護予防支援業務 

（３）健康づくり・生きがいづくりの推進 

①健康づくり・生きがいづくりの情報提供 

②サロン等の通いの場への支援 

（４）運転免許証を返納された高齢者に対する生活支援 

（５）家族介護者への支援 
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基本目標７ 必要な介護保険サービスを利用できるまち 

（介護保険サービスの充実） 

１．介護保険サービス（地域密

着型及び入所・居住系施

設）の整備方針 

（１）地域密着型サービスの整備目標 

①認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

及び共用型認知症対応型通所介護 

②小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅 

介護 

③認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同 

生活介護(グループホーム) 

④地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑤定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⑥看護小規模多機能型居宅介護 

⑦夜間対応型訪問介護 

⑧地域密着型特定施設入居者生活介護 

（２）入所・居住系施設サービスの整備目標 

（３）その他、整備にあたって留意する事項 

①保健医療計画との整合 

②障害福祉の共生型サービスとの整合 

２．介護サービス・介護予防 

サービスの実績と見込み 

（１）居宅サービスの利用量の推計 

①居宅サービスの受給者数 

②介護予防サービスの受給者数 

（２）地域密着型サービスの利用量の推計 

①地域密着型サービスの受給者数 

②地域密着型介護予防サービスの受給者数 

（３）施設サービスの利用量の推計 

①施設サービスの受給者数 

（４）介護給付サービスの給付費の推計 

（５）予防給付サービスの給付費の推計 

（６）総給付費の推計 

３．地域支援事業の見込み 
（１）地域支援事業の費用額推計 

（２）地域支援事業の内容 

４．介護保険料 

（１）第１号被保険者の介護保険料 

（２）所得段階別保険料 

（３）保険給付及び地域支援事業に要する費用の負担割合 

５．介護給付等適正化への 

取組と目標 

「第５期大津市介護給付

適正化計画」(抜粋) 

（１）基本的な考え方 

（２）計画期間 

（３）取組方針及び目標 

①要介護認定の適正化 

②ケアプランの点検 

③住宅改修等の点検 

④縦覧点検・医療情報との突合 

⑤介護給付費通知 
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第１章 医療福祉サービスが切れ目なく利用できるまち 

（在宅医療・介護連携の推進） 
 

１ 在宅療養の推進 

（１）医師会、訪問看護ステーション等と連携した在宅療養の推進 

市民が安心して在宅療養をできるよう、在宅医療を推進するには、医療と介護のサービ

スが包括的かつ継続的に提供されることが重要であり、そのためには、在宅医療を提供す

る病院、診療所、訪問看護ステーション、あんしん長寿相談所などの医療・介護関係機関や

従事する多職種の連携が必要です。 

本市における７つの保健福祉ブロックをカバーする３つの拠点が、機能強化型訪問看護

ステーションとして、医療介護連携・相談の中核となるよう、更なる機能強化を図ります。 

また、医師会はじめ関係団体との協働により設置している協議の場を活用して、在宅療

養推進における課題を共有・協議し、全体の方針を決定するとともに、実効性の高い連携

体制の構築を推進します。 

 
資料：保健総務課 
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２ 在宅療養を支援する医療福祉資源の充実 

（１）在宅医療に関わる医療機関等の充実 

今後、医療ニーズの高い在宅療養者が増加

すると予測されることから、在宅療養支援体

制強化のため訪問診療、訪問看護等、在宅医療

に関わる機関の増加を図ります。 

市民が安心して在宅療養を選択できるため

には、訪問診療を実施する医療機関を増やす

必要があります。地域の病院が訪問診療を実

施する医療機関をサポートすることで、かか

りつけ医の負担を軽減するバックアップ体制

を構築し、在宅医療体制の強化を図ります。 

また、訪問看護については、質の高い訪問看

護サービスを提供するために、機能強化型訪

問看護ステーションを中心に、市内全域で24

時間365日訪問看護サービスの提供を受ける

ことのできる在宅療養支援体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

《事業》 

事業名 事業単位 令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

機能強化型訪問看護ステーション 事業所数 1 → ３ 

訪問診療実施医療機関 医療機関数 94 → 135 

資料：保健総務課   

（２）住み慣れた場所での看取りが可能な支援体制の強化 

自宅など住み慣れた場所での看取りに対するニーズに対応するため、訪問診療・訪問看

護の在宅療養連携支援体制の強化を推進します。 

訪問看護ステーション所在地と機能強化型訪問 

看護ステーションによるエリアカバー状況 

（令和２年（2020年）8月 1日現在） 

 

：訪問看護ステーション（機能強化型） 

《予定》 

：訪問看護ステーション（サテライト型） 

：訪問看護ステーション（通常規模） 
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３ 入院から在宅療養への円滑な移行の促進 

（１）入退院支援ルールの運用促進 

入退院時の支援を効果的に行うため、入退院支援ルールとして「大津保健医療圏域にお

ける入退院支援の手引き」を作成、運用しています。今後も引き続き関係者の情報交換を

行い、入退院支援ルールの運用促進を図り、入退院時における情報が共有され、入院から

在宅療養への円滑な移行を目指します。特に、効果的な退院時情報共有の運用について、

病院の退院支援担当者との入退院支援に関する情報提供会において課題の抽出と対策を検

討し、切れ目のない在宅療養支援が行えるよう、体制の整備を図ります。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

入院時情報共有 

（ケアマネジャー⇒病院） 
割合(％) 93.5 → 100 

退院時情報共有 

（病院⇒ケアマネジャー） 
割合(％) 66.7 → 100 

資料：保健総務課   

 

（２）拠点訪問看護ステーションにおける在宅移行時の相談支援 

市民、医療・介護関係者の在宅医療、訪問看護への更なる理解を図るとともに、医療・介

護関係者からの相談支援を行い、市民が安心して在宅療養を選択できる支援体制の強化を

図ります。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

拠点訪問看護ステーションでの相談 
延べ 

相談件数 118 → 200 

資料：保健総務課   
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４ 医療機関の相互連携の強化 

（１）地域連携クリティカルパスの運用(脳卒中・糖尿病) 

地域連携クリティカルパスについて、急性期から在宅医療まで効果的な療養支援を行う

ため、様式の見直しなど運用について検討していきます。 

また、地域連携クリティカルパスの活用により病院や診療所に勤める医師・看護師、薬

剤師だけでなく、介護サービスも含めた連携を図ります。 

 

（２）診-診連携、病-診連携等による医療体制の推進 

医師会、市内各病院との連携により各機関がそれぞれの機能に応じた役割を果たし、安

心して在宅療養ができる支援体制を推進していきます。 
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５ 医療福祉関係者の連携強化 

（１）多職種連携協働事業の推進 

多職種が専門性を活かし、在宅療養を希望する人が適切な療養生活が送れるよう、地域

の実情に即した合同研修会を開催し、互いの役割への理解を深めることで、ネットワーク

の拡大・強化を図ります。 

また、地域の課題の共有や支援体制について検討し、市民が安心して在宅療養が行える

ような情報提供や啓発講座を実施します。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

多職種合同研修会 
開催回数 27 → 30 

参加人数 1,426 → 2,200 

資料：保健総務課   

 

（２）看護職の多分野連携の推進 

医療ニーズの高い市民が安心して在宅療養を送ることができるようにするために、医療・

介護の幅広い分野に所属する看護職に対する研修や情報交換の機会を設け、相互理解を深

め、効果的な医療・介護連携の強化を図ります。 

 

（３）患者情報を共有するための医療情報連携ネットワークの整備と活用の推進 

「大津保健医療圏域における入退院支援の手引き」及び「地域連携クリティカルパス」、

医師会との協働による「大津市医師会 ケアマネタイム」の活用に加え、ＩＣＴの活用につ

いても、関係者において活用事例を共有するなど、効果的な連携ネットワークの整備につ

ながるよう引き続き検討します。 
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６ 在宅療養・在宅看取りについての普及・啓発 

（１）適切な医療のかかり方についての普及・啓発 

大津市オリジナル在宅療養啓発リーフレットの活用や、様々な市民啓発講座を通じて、

適切な医療のかかり方やかかりつけ医の推進などについてさらなる啓発に努めます。 

 

（２）在宅医療、介護に関する市民理解の促進と相談支援 

市民の相談窓口である、あんしん長寿相談所と、医療・介護関係機関が連携のもと適切

な情報提供を行い、安心して在宅療養が行えるよう支援します。 

 

（３）在宅療養の姿を自らが考え意思表示が行えるための支援 

在宅療養のサービスを受ける高齢者自身が、『どのように生き、どのように最期を迎える

のか』、周囲の方に意思表示ができることを目指して、在宅療養を支援するシステムや相談

窓口などの情報提供を行う「おおつ在宅療養応援講座」を継続実施するとともに、多職種

による在宅療養啓発出前講座を実施するなど、普及・啓発に努めます。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

在宅療養・看取りの市民啓発講座 

「おおつ在宅療養応援講座」 

開催回数 15 → 20 

参加人数 812 → 1,200 

資料：保健総務課   
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７ 介護サービス事業者・ケアマネジャーへの支援 

（１）介護サービス事業所の課題聴取と解決策の検討 

介護相談員が月２回程度、施設や介護サービス事業所を訪問し、入居者や利用者並びに

その家族と直接話すことで、利用者等の不安や疑問等の解消、介護サービスへの要望等を

聞き取り、介護サービスの質の向上を図ります。 

欠員となっている相談員を募集し、第８期計画期間中に新規開設される予定の施設・事

業所への訪問も含め、18施設へ訪問します。また、訪問にあたっては、感染症対策を講じた

相談方法を検討します。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

介護相談員派遣事業 
相談員数 8 → 9 

訪問施設数 16 → 18 

資料：介護保険課   
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８ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び事業所における 

業務効率化の取組の推進 

（１）介護人材の確保 

介護サービス事業所や介護保険施設の整備に伴い、これらの事業所等で働く介護人材の

確保は、喫緊の課題となっています。 

介護人材の確保については、引き続き、国や県に処遇改善と人材確保対策の充実を求め

ていくことも必要ですが、本市が独自に取組をはじめていくことが必要と考えます。 

介護人材を確保するための取組の方向性としては次の３つとし、この方向性を具体化し

ていく施策づくりを、今後、検討していきます。 
 

１ 介護職の社会的な重要性を啓発し、介護職の社会的評価を高める活動 

２ 大津市内の介護事業所に就職（就業）する人を増やすことができる取組 

３ 介護現場における負担を軽減する業務効率化の取組を支援 

 

この施策づくりにおいては、国や県の労働関係機関等からの情報収集や連携を行い、よ

り実現性の高いものになることを目指します。 

また、この人材確保にあたっては、人数を充足するだけでなく、介護保険サービス事業

者が質の高い介護サービスが提供できる職員を育成できるよう事業所等を支援します。 

 

（２）事業所における業務効率化の取組の推進 

介護の現場で働く職員が長く働き続けることができるよう、人材不足の時代に即した介

護現場の革新及び生産性の向上を図り、本来業務に注力できる環境づくりが重要です。ケ

アマネジャーや介護職員などを対象とした研修や講習会を開催し、介護に携わる人の資質

の向上を図るとともに、人材確保のため職場環境改善に向けた研修等を実施するなど、就

労促進や早期離職の解消に努めます。 

また、介護の質は維持しながら介護職員の身体的・精神的負担を軽減し、効率的な業務

運営ができるよう、介護ロボットやＩＣＴの活用事例の情報提供を図るなど、業務の効率

化を促進します。 

介護サービス事業所の事務に係る負担軽減を図るため、国が示す方針に基づき、申請様

式・添付書類や手続の簡素化を行います。 
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９ 介護離職ゼロへつなげる取組の推進 

（１）ワーク・ライフ・バランスに関する啓発と情報提供 

老若男女を問わず働きたい人が希望する仕事に就き、誰もがやりがいと充実感を感じな

がら家庭や地域活動と両立して働くことができる社会を目指し、これまでの仕事偏重の考

え方を見直し、仕事と介護の両立ができるワーク・ライフ・バランスの促進を図ります。 

仕事と介護の両立については、事業所内に公正採用選考・人権啓発担当者を設置してい

る市内事業者向け研修会を開催するほか、介護休暇や介護と仕事の両立に関する情報や制

度について、国や県と連携しパンフレット等の窓口配布や事業所への配布など、啓発に努

めていきます。 

 

（２）介護サービスの充実と相談体制の強化 

介護サービスが利用できなかったため、やむを得ず離職する方をゼロにするための取組

として、高齢者の増加に対応した介護サービスの確保や整備、介護に関する相談窓口であ

るあんしん長寿相談所の体制を強化するなど、より身近なところで相談ができる体制を整

備します。 
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第２章 認知症になっても地域の中で安心して生活できるまち  

（認知症施策の推進と高齢者の権利擁護） 
 

１ 認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

（１）認知症予防対策の推進 

認知症施策推進大綱において、認知症の予防とは「認知症にならない」ということでは

なく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」と規定され

ています。 

運動不足の改善や生活習慣病の予防、社会参加による孤立の解消や役割の保持等が、認

知症の予防に資する可能性があるとされています。このため、あんしん長寿相談所やすこ

やか相談所と連携し、生活習慣病予防に関わる保健事業（健康教室等）や介護予防事業（出

前講座や各種サロンへの参加等）の実施を通じて、認知症予防対策の推進を図ります。 

 

（２）早期診断・早期対応の充実 

① 「認知症初期集中支援チーム」による相談・支援体制の推進 

認知症初期に集中的に支援する「認知症初期集中支援チーム」は、認知症地域支援推

進員やあんしん長寿相談所、認知症疾患医療センター、認知症サポート医等との連携に

より、認知症の人やその家族を訪問し、アセスメントや情報提供など、早期診断・早期対

応に向けた支援を行っています。 

今後も引き続き、現在の２チーム体制を継続して、認知症になっても本人の意思が尊

重され、できる限り住みなれた地域で暮らし続けられるよう、認知症の人やその家族に

寄り添いながら、必要な医療や福祉が提供できるよう支援を行います。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

認知症 

初期集中 

支援事業 

支援後に医療につながっている割合 68.6% → 75% 

支援後に介護につながっている割合 62.9% → 75% 

資料：長寿政策課   
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② 大津市認知症ガイドブックの普及・充実 

認知症の状態や進行に応じた適切な医療や福祉サービスの情報を、わかりやすくまと

めたものを「認知症ケアパス」といいます。 

本市においては、「認知症ケアパス」や「認知症チェックリスト」、認知症関連の情報を

まとめた「大津市認知症ガイドブック」を作成し、各あんしん長寿相談所に設置するな

ど、様々な方法で情報発信するとともに、認知症の人やその家族、医療・介護関係者等の

間で共有され、サービスが切れ目なく提供できるように普及に努めます。 

 

③ 医療機関や医師会との連携体制及び相談業務の充実 

かかりつけ医や認知症疾患医療センターの医師が認知症について相談に応じる「もの

忘れ相談」を実施し、認知症の早期発見や適切なケアの介入がスムーズに行われるよう

努めます。 

また、医師会と協力し国が開催する認知症サポート医養成研修を受講し、地域の中で

認知症専門医療機関やあんしん長寿相談所等との連携を進める「認知症サポート医」を

養成します。 

認知症等の症状により、車の運転に支障がある高齢者に対し、あんしん長寿相談所、

初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員が連携し、滋賀県警や医療機関などと協

力しながら、当事者が今後の生活等について主体的に意思決定できるよう支援します。 

さらに、地域の中の認知症介護の専門職や介護経験者が相談等に対応する「認知症相

談窓口協力事業所」の登録事業所数を増やします。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

認知症相談窓口協力事業所登録事業 
登録 

事業所数 112 → 120 

資料：長寿政策課   
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（３）認知症を正しく理解し、地域で支える体制の構築 

① 市民への普及・啓発活動の強化 

認知症ＳＭＩＬＥ大津「認知症になっても（Ｓ）住みなれた（Ｍ）湖のまちで（Ｉ）い

つまでも（Ｌ【LifeのL】）暮らせる（Ｅ）笑顔のおおつ」をスローガンに、関係機関と連

携して、９月15日から30日までを認知症の情報を発信する「認知症啓発ウィーク」とし、

「オレンジリングフォーラムおおつ」を開催します。 

また、介護者であることを示す「介護マーク」や、パソコンやスマートフォンで認知症

の簡易検査ができる「認知症簡易チェックシステム」の利用を促進するとともに、認知

症のイベントや情報を発信する「認知症ＳＭＩＬＥ大津メール通信（メール配信システ

ム）」を活用した啓発活動を行います。 

 

 

 

 

 

▲ 介護マーク 

 

 

② 認知症サポーター及び認知症キャラバン・メイトの養成と地域活動の推進 

認知症を正しく理解し、認知症の人と家族を温かく見守る認知症サポーターを養成す

るため、大津市認知症キャラバン・メイト連絡協議会と協力し、子どもから高齢者まで

幅広い層を対象に「認知症サポーター養成講座」を開催します。また、企業向けに講座を

開催し「企業職域型認知症サポーター」の養成にも努めます。 

さらに、「認知症サポーターステップアップ講座」を受講した認知症サポーターで構成

されたボランティアグループ「チームオレンジ」を結成し、認知症の人と家族のニーズ

に合わせて、地域での居場所づくりや本人への付き添いなどの支援活動を検討します。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 
（2023 年度） 

企業職域型認知症サポーターの養成 人数 3,826 → 8,400 

資料：長寿政策課   
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③ 認知症の人に優しい地域づくり・地域での見守り体制の充実 

認知症の人は、認知機能の低下から社会参加が困難になり、社会的に孤立することが

あります。認知症であっても、今までと同じように生活の継続性が尊重される支援が必

要です。 

医療機関や福祉サービス事業所はもとより、スーパーやコンビニエンスストア、銀行、

郵便局、商店、地域住民等、地域全体で連携を図り、認知症になっても安心して社会生活

が継続できるよう、地域での見守り体制の強化を図ります。 

また、事業活動を通じて高齢者と接する機会の多い民間事業者等と連携し、異変のあ

る高齢者の早期発見と安否確認等の必要な支援を行う「大津市高齢者等地域見守りネッ

トワークに関する事業協定」の協定先を増やし、認知症高齢者等を見守る目を増やして

いくことで、認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりを推進します。 

さらに、認知症に関わる行方不明高齢者への対応については、行方不明高齢者早期発

見ダイヤルへの登録を推奨するとともに、行方不明高齢者早期発見ダイヤル登録事業所

数を増やします。 

加えて、認知症サポーター養成講座を受講した事業所に、地域で見守るオレンジ協力

隊となっていただく取組を進めるとともに、行方不明時の早期発見のツールとして、行

方不明高齢者ＧＰＳ位置情報探知システム利用支援事業、認知症高齢者が外出時に第三

者に損害を与えた際の賠償責任を補償する認知症高齢者個人賠償責任保険制度の導入等

の充実を図ります。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

行方不明高齢者早期発見ダイヤル 
登録事業 

登録者数 317 → 400 

大津市行方不明者 GPS 位置情報 
探知システム利用支援事業 

貸出累計台数 19 → 60 

資料：長寿政策課   

 

 

 

 

 

 

 

オレンジ協力隊ステッカー ▼  
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④ 大津市認知症・高齢者虐待防止地域支援推進会議の開催 

高齢化が進行する中で、認知症高齢者の支援に関する施策や、高齢者虐待に関する事

項を協議・意見交換する場として、「大津市認知症・高齢者虐待防止地域支援推進会議」

を開催し、地域における認知症支援のネットワークの強化と高齢者虐待の防止に努めま

す。 

 

⑤ 認知症ケアの質の向上 

認知症の人や家族がこれまでの暮らしを継続するためには、認知症介護を担う介護事

業所の存在が欠かせません。このため、介護職員等が認知症ケアに必要な基本的な知識・

技術や認知症が生活に及ぼす影響を学び、認知症の人の気持ちに寄り添った視点を身に

つけるため、「認知症ケア向上研修」と「認知症ケア現地相談事業」を実施します。 

 

⑥ 若年性認知症施策の推進 

若年性認知症の人やその家族には、教育費や住宅ローン等経済的な問題や就労等さま

ざまな若年性認知症特有の課題があることから、若年性認知症の人やその家族が安心し

て生活できるよう、すこやか相談所や障害福祉課等関係部局と連携し支援します。また、

若年性認知症の人やその家族が交流できる場として開設した「若年性認知症カフェ」を

活用するとともに、市民をはじめ医療、福祉、介護の関係者や企業等に対して若年性認

知症についての普及・啓発を行います。 

 

⑦ 認知症本人からの発信への支援 

認知症の人が生き生きと活動している姿は、認知症に関する社会の見方を変えるきっ

かけともなり、また、多くの認知症の人に希望を与えるものでもあると考えます。認知

症の人本人が、自身の希望や必要としていること等を本人同士で語り合う「本人ミーティ

ング（仮称）」を開催し、認知症になっても希望を持って前を向いて暮らすことができて

いる姿等を積極的に発信する機会を増やします。 
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（４）認知症の人の家族介護者への支援 

認知症の人や家族、専門職・地域住民の誰もが集うことができる「認知症カフェ」を開催

し、認知症の人とその家族に対する支援を地域全体で行うとともに、認知症理解について

の普及・啓発をさらに推進します。 

在宅で介護している家族介護者を支援するため、認知症の理解や介護技術の向上を目的

とした「介護技術教室」を開催するとともに、在宅で介護を行う男性を対象に、「男性介護

者の集い」を関係団体等と協力しながら実施します。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

認知症カフェ 実施している日常生活圏域の割合 66.7% → 80.0% 

資料：長寿政策課   
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２ 高齢者虐待の防止と権利擁護 

（１）高齢者虐待の防止と身体拘束の防止の推進 

① 高齢者虐待の防止 

あんしん長寿相談所を中心に、大津市権利擁護サポートセンター職員や弁護士をメン

バーとする虐待対応検討会議を定期的に開催し、高齢者虐待の対応スキルの向上を図り

ます。 

また、認知症サポーター養成講座や高齢者虐待防止に関する研修会の開催等を通じて

高齢者虐待防止の普及・啓発に努めるとともに、地域の関係機関や民生委員と連携し、

高齢者虐待の早期発見や予防的な取組を行います。 

 

② 身体拘束の防止 

介護現場において、高齢者の尊厳を守るケアを実現するため、「認知症ケア向上研修会」

を開催し、身体拘束の防止についての普及・啓発活動を推進します。 

 

 

（２）高齢者の権利擁護と成年後見制度の利用促進 

大津市権利擁護サポートセンターにおいて、高齢者等からの成年後見制度や権利擁護に

関する相談、申立支援を行うとともに、制度に関心のある市民を対象としたセミナー、講

座を開催し、成年後見制度の普及や利用促進を図ります。 

また、支援を必要とする人が、支援が必要なときに利用することができるよう、大津市

権利擁護サポートセンターを中心として市社協、あんしん長寿相談所等、様々な機関との

ネットワークの強化を図ります。 

成年後見を申し立てる親族のいない高齢者に対しては、市長申立てを行い、「大津市成年

後見制度利用に係る審査会」において判断し、成年後見制度の活用を支援するとともに、

後見人等への報酬を支払うことが困難な者に対して、報酬を助成します。 

これらの成年後見制度の利用促進を大津市地域福祉計画の中に位置付け、事業の推進、

評価を図っていきます。 
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第３章 高齢者等が健やかに生活し、社会参加ができるまち 

（生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進） 
 

１ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

（１）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組 

高齢者は複数の慢性疾患に加え、認知機能や社会的なつながりが低下するといったいわ

ゆるフレイル状態になりやすい傾向があります。このことから、高齢者の心身の多様な課

題に応じてきめ細かな生活習慣病予防等の疾病予防と生活機能維持のための介護予防を一

体的に実施する必要があります。 

高齢者の健康増進を図り、できる限り健やかに過ごせるよう、医療、介護、健診等のデー

タ分析による地域の健康課題の把握を行い、高齢者への個別的支援及び通いの場等への積

極的な関与を行うことにより、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組を推進します。 

 

（２）地域課題の分析と対象者の把握、医療関係団体等との連絡調整 

医療レセプト、健康診査、介護レセプトのデータ等の分析を行い、事業対象者の抽出、地

域の健康課題の把握、事業の企画・調整等を行います。また、地域の医療関係団体等との積

極的な連携を図り、地域の健康課題の共有や課題解決に向けての助言などの協力を得ます。 

 

（３）高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ） 

高齢者の心身の状態を把握し、介護予防（低栄養、口腔等）や生活習慣病等の重症化予防

等を行うための訪問相談、訪問指導を行います。 

 

（４）通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ） 

通いの場等において、運動・栄養・口腔等のフレイル予防の健康教育・健康相談を実施す

るとともに、広く市民に介護予防の知識を周知するため、新たに地域住民が行う通いの場

等の把握に努めます。また、高齢者の状況に応じて、健診や医療の受診勧奨や介護サービ

スの利用勧奨などを行います。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

健康いきいき講座 延べ参加者数 1,464 → 1,800 

資料：地域包括ケア推進室   
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２ 一般介護予防事業の推進 

（１）介護予防普及啓発事業 

すべての高齢者を対象に、介護予防に関する普及啓発や介護予防に資する体操などを通

じて、介護予防に関する正しい知識の普及、啓発に努めます。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

介護予防フィットネス講座 延べ参加者数 389 → 500 

運動実践教室 延べ参加者数 890 → 1,200 

資料：地域包括ケア推進室   

 

（２）地域介護予防活動支援事業 

高齢者が、住み慣れた地域で日常生活を送るうえでの「生きがい」を創出するため、地域

において自主的に介護予防活動を実施する団体に対し、広く支援します。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

介護予防活動支援事業補助 支援団体数 32 → 50 

資料：地域包括ケア推進室   

 

（３）地域リハビリテーション活動支援事業 

① 介護予防サポーター養成講座 

サロン等通いの場を運営している方が介護予防に関する知識を周りの人に広めること

により、介護予防に取り組む人を増やす活動が行えるよう、介護予防サポーターを養成

します。また、住民主体の通いの場等にリハビリテーション専門職が出向いて行う出前

講座を通して、通いの場等で介護予防の取組が実践できるよう支援します。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

介護予防サポーター養成講座 累計養成人数 43 → 133 

資料：地域包括ケア推進室   
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② 地域リハビリテーションサポーター会議 

地域で活動しているリハビリテーション専門職が職種を超えたネットワークを構築し、

通所、訪問、地域ケア会議やサービス担当者会議、住民主体の通いの場等の地域のリハ

ビリテーション活動を支援することを目的に、地域リハビリテーションサポーター会議

を定期的に開催します。また、事例検討会を通して、リハビリテーション専門職のレベ

ルアップを図ります。 

さらに、急性期から慢性期、生活期にかけて、市民が必要とする時期に適切なリハビ

リを受けられるよう支援体制を整備していきます。 

 

 

３ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者等の多様な生活支援のニーズを把握し、専門的なサービスを必要とする人には

必要なサービスを提供できるよう努めるとともに、生活支援のニーズに応じた、多様な担

い手による多様なサービスの創設や住民主体の支援等とのマッチング方法を検討します。 

 

① 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

訪問介護員による身体介護や生活援助の提供を行います。また、閉じこもり、うつ、認

知症の予防及び支援のため、医療専門職による居宅での相談指導を行います。 

 

② 通所型サービス（第１号通所事業） 

通所介護（デイサービス）事業者による生活機能の向上のための機能訓練を行います。

また、運動器の機能向上、口腔機能の向上、栄養改善及び認知症予防等の複合プログラ

ムを実施する「おおつ元気アップ教室」のほか、リハビリテーション専門職等による居

宅への訪問と施設通所を組み合わせ、短期集中的に運動器の機能向上訓練を行う「短期

集中複合型予防サービス」を実施します。 

 

③ 生活支援サービス（第１号生活支援事業） 

ひとり暮らし高齢者等に対する見守りとともに栄養改善を目的とした配食サービス

（総合事業型）を実施します。 
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４ 介護予防サービスの推進 

（１）サービス内容の周知 

広報おおつやホームページ、「あんしんだより」の自治会回覧、個別通知、出前講座等多

様な手法を用いて介護保険制度の周知と介護予防の推進を図ります。 

 

（２）サービスの質の確保 

介護予防支援を委託している居宅介護支援事業所向けの研修会を実施します。また、主

任ケアマネジャーを対象にした研修会による指導者養成に加え、個別事例検討会等を保健

福祉ブロックごとに開催し、ケアマネジャーの後方支援を推進します。 

 

 

５ 生活支援サービスの充実 

（１）生活支援体制整備事業の充実 

生活支援サービスを行うボランティアの発掘・育成とボランティア同士の連携を促進さ

せるために、保健福祉ブロックごとに設置している生活支援コーディネーターと連携し、

地域の課題や住民のニーズに合わせた、地域資源の現況の見える化を図ります。 

また、生活支援コーディネーターとあんしん長寿相談所及び地域包括ケア推進室が連携

して、生活支援サービスの充実、介護予防の推進等に努めていきます。 

 

（２）生活支援・介護予防サービス情報の公表 

地域包括ケアシステムの構築に向けては、医療、介護サービスの情報に加え、生活支援、

介護予防サービス提供事業所の所在地や事業内容、サービス内容について、広く市民に伝

えていくことが重要であるため、厚生労働省が運用する介護サービス情報公開システムを

活用し、積極的に情報発信するよう努めます。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

生活支援サービスに関する情報公開 件数 292 → 400 

資料：地域包括ケア推進室   
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（３）その他の在宅サービス 

高齢者の在宅生活を支援するための各種事業を実施します。 

今後も、市民向け介護保険案内パンフレット「よくわかる大津市の介護サービス」や市

ホームページ等で事業周知を図り、必要な人に必要なサービスが行き届くよう努めます。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

緊急通報装置 利用者数 599 → 694 

小規模住宅改造経費助成事業 利用者数 147 → 170 

転倒予防のための屋内改修サービス
事業 利用件数 5 → 9 

紙おむつ給付事業 利用者数 1,398 → 1,621 

寝具丸洗いサービス事業 利用者数 235 → 272 

配食サービス事業 利用者数 341 → 395 

資料：長寿政策課   

 

６ 健康づくりの推進 

（１）健康増進事業等健康づくりの推進 

高齢者の健康づくりに向けて、各すこやか相談所と連携して、地域で行う健康教育を通

じて、がんを含む生活習慣病、骨粗しょう症や認知症予防に関する正しい知識の普及啓発

を図っていくとともに、健診の受診促進に努めます。 

 

（２）高齢者スポーツの振興 

高齢者の健康や生きがいの増進につながるよう、気軽に始められるウォーキングをはじ

め、誰もが参加できるスポーツイベントを開催するなど、市民のニーズに合ったスポーツ

環境の整備を行っていきます。 
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７ 高齢者の社会参加及び生きがいづくりの推進 

（１）社会参加の促進 

高齢者の社会参加を促すために、関係部局と連携し、公共交通機関や福祉有償運送など

多様な移動手段の確保に努めます。 

 

（２）就労促進、シルバー人材センターの活用 

就労を希望する高齢者が経験や希望にあった仕事が選択できるように情報提供を行うと

ともに、個々のニーズに応じたきめ細かな就労支援に取り組み、高齢者の就労機会の確保

に努めます。 

また、ハローワーク大津と連携のうえ、移動労働相談（就業相談事業）によって、仕事を

紹介できる機会を提供し、高齢者の就労を支援する就労的活動支援コーディネーターの配

置を検討します。 

短期就労を希望する高齢者の就業先の開拓と高齢者のマッチングを目指したシルバー人

材センターがそのノウハウを生かせるよう支援するとともに、生きがいづくりとしての就

労も含めた、雇用促進を図ります。 

 

（３）高齢者クラブ活動の活性化 

高齢者の介護予防、健康増進、生きがいづくりを進めるうえで、最も身近な活動主体で

ある老人クラブに対して、補助金を交付し活動の活性化を支援します。また、老人クラブ

連合会と協力して老人クラブが主体的に活動に取り組むよう働きかけを行っていきます。 

 

（４）生涯学習、世代間交流等の促進 

公民館講座や出前講座により、健康寿命の延伸に関することや、介護予防・生活習慣病

予防の知識等を学ぶ機会を提供します。 

また、市内５か所（木戸、北、中、南、東）の老人福祉センターで行われているさまざま

な講座を継続的に提供するとともに、さらなる利用者増加を目指し、老人福祉センターで

の取組が活用されるように広く市民に周知します。 

老人クラブ連合会への委託や老人福祉センターを活用した世代間交流を目的とする事業

を実施し、高齢者の経験や知識を活用することで、高齢者の生きがいづくりにつなげます。 
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（５）ボランティア活動への支援 

高齢者が培った経験や能力を活かし、地域活動の担い手として活躍できるように、ボラ

ンティアポイントなどの事業を検討し、ボランティア活動への支援を行います。 

 

（６）健康づくり・生きがいづくりの場の提供 

老人クラブ活動や教養向上のための活動、レクリエーション活動、地域活動等の拠点と

して、市内各所に設置された老人憩いの家や老人福祉センターを活用します。 

 

 

８ 福祉意識の啓発 

（１）福祉の意識醸成 

地域共生型社会の実現に向けた住民参加による地域に根ざしたまちづくりを進めるため、

福祉、保健に係る出前講座等のメニューを充実させるとともに、市社協が実施する福祉学

習の活用を促進します。 

 

（２）地域共生社会実現へ向けた地域福祉の推進 

地域共生社会の実現に向けて、重層的体制整備事業（地域住民の複合・複雑化した支援

ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するための事業）の考え方を含めた「地域福祉

計画」の策定に取り組むとともに、高齢者支援にとどまらず、高齢者の支援から見えてく

る他分野の課題に対する相談を受け止めることができるよう、関係部局と連携しながら進

めていきます。 
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９ その他の日常生活を送るうえでの支援 

（１）消費者啓発事業 

「安心できるくらし」につながる学習の場として、くらしの安心カレッジや悪質商法防

止のための出前講座などを開催するとともに、高齢者が高度情報通信社会の中で、消費生

活のトラブルに巻き込まれないように、知識の普及や情報の提供など啓発活動の充実を図

ります。また、広報誌「ぽけっと」の発行のみならず、おおつ広報での特集やメディアを通

じての悪質商法への対応を啓発していきます。 

 

（２）ごみ出し支援戸別収集サービス 

要介護認定を受けておられる高齢者等で適切にごみを集積所に排出することが困難な方

を支援するため、引き続きごみ出し支援戸別収集サービスを実施していきます。 

 

（３）高齢者等地域見守りネットワーク事業 

地域社会全体で高齢者等を見守る体制を確保するため、新聞配達業者やごみ収集業者、

スーパーやコンビニエンスストアなど、事業活動を通じて高齢者と接する機会の多い民間

事業所等と連携した高齢者等地域見守りネットワーク事業を進め、異変のある高齢者の早

期発見と必要な支援の提供を図ります。また、市社協や民児協連合会と連携し、協定先の

拡大を図っていきます。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

高齢者等地域見守りネットワーク 
事業 

協定 
事業所数 16 → 20 

資料：長寿政策課   
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第４章 安心して暮らし続けることができる住まいが整っているまち 

（高齢者の居住安定に関わる施策との連携） 

 

１ 暮らしの環境整備 

（１）有料老人ホーム等に係る情報連携の推進 

特別養護老人ホームに代わる入居施設のひとつとして、サービス付き高齢者向け住宅を

含む有料老人ホームが増加しており、令和２年（2020年）10月現在での入居定員総数は1,273

人ですが、令和22年（2040年）には約3,700人になるものと見込んでいます。 

有料老人ホーム等が多様な介護ニーズの受け皿としての役割を果たせるよう、介護相談

員を積極的に活用する等、サービスの質の確保に向けて、関係課が連携し指導を行います。 

 

（２）高齢者の住まいの安定的な確保 

高齢者がニーズに応じた住まいを適切に選択できるよう住まいの種類や特徴に関する情

報を把握し、高齢者及び家族への情報提供に努めます。 

また、生活に困難を抱えた高齢者等に対する住まい確保のため、滋賀県居住支援協議会

の支援制度を活用するとともに、滋賀県賃貸住宅供給促進計画のもと高齢者の居住の確保

に取り組みます。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

特定目的住宅の設置 年間設置戸数 15 → 15 

資料：住宅課   

 

（３）住み慣れた住宅の改造助成 

高齢者が要支援・要介護状態となっても、住み慣れた自分の家で暮らし続けられるよう

に、小規模住宅改造経費助成事業等の生活支援サービスについて、今後も、事業周知に努

めるとともに、あんしん長寿相談所における相談の中で適切にサービスにつなげていきま

す。 
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（４）高齢者の移動手段の確保 

利用者の減少や運転士不足に伴い路線バスの減便や退出が進むなか、高齢者をはじめと

する交通弱者の移動手段を確保する必要があります。 

市内３地域においてはデマンド型の乗り合いタクシーが運行されており、交通上の課題

を抱えている志賀地域と葛川地域については、市が運営費用の一部を支援して試験運行が

行われています。晴嵐台（南郷学区）地域では試験運行を経て、平成30年（2018年）11月か

ら地域での自主運行が行われています。令和３年（2021年）４月からは、伊香立学区、仰木

学区、上田上学区で新たに試験運行が行われることとなっており、葛川学区、晴嵐台（南郷

学区）についても、同様の試験運行に変更されます。 

また、高齢者が電車やバス等を円滑に利用できるよう、大津市が路線バス事業者に補助

支援を行い、ノンステップバスの導入促進を図るとともに、ＪＲ湖西線比良駅のバリアフ

リー化を促進し、その他の鉄道駅についても鉄道事業者によるバリアフリー化に向けた取

組を進めます。 

地域の特性に応じた交通ネットワークを再構築するにあたり、地域の課題を抽出し、地

域、交通事業者及び行政が連携して取り組むことが必要であることから、あんしん長寿相

談所と地域交通部局が連携し、高齢者等交通弱者の状況の把握と移動手段の確保に努めま

す。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

ノンステップバスの導入 補助台数 ２ → ２ 

資料：地域交通政策課   
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２ 防災・安全対策の推進 

（１）防災事業 

避難情報等や気象情報の情報発信手段についてＳＮＳ等を用い、さらなる周知啓発に取

り組み、市民の防災意識向上を図ります。また、避難情報等の情報が行き渡るよう、防災

メールや防災ナビの登録者数拡大に向けて、ホームページや広報おおつ等にて周知や登録

促進を行います。 

高齢者本人だけでなく、地域での見守りや対応を考えてもらえるよう訓練や出前講座等

の機会を捉えて、緊急時の支援体制の啓発に取り組みます。 

また、災害時の避難に支援が必要と思われる高齢者、障害者等から情報提供の同意を得

た避難行動要支援者名簿（地域提供用）の提供先の拡大に取り組むとともに、個別の避難

計画（個別計画）の作成について、地域や関係部局と連携して検討していきます。 

《事業》 

事業名 事業単位 
令和元年度 

（2019 年度） 
 

令和５年度 

（2023 年度） 

防災メール登録者数 登録者数 13,565 → 18,000 

防災ナビ登録者数 登録者数 12,066 → 18,000 

資料：危機・防災対策課    

 

（２）災害や感染症対策に係る介護サービス事業所等の体制整備 

豪雨や台風、地震等の災害や新型コロナウイルス感染症等をはじめとする感染症の脅威

から高齢者を守る体制整備を進める必要があります。 

国や県の補助金制度等を積極的に活用して、介護サービス事業所や介護施設における防

災設備や感染症対策設備の整備を支援していきます。 

また、県や本市の防災部局、保健所と連携しながら、災害や感染症に対応する対策マニュ

アルを介護サービス事業者が自らで作成していくことや事業者間での非常時における応援

体制の構築に協力していきます。なお、この取組が一過性のものとならないように周知啓

発にも努めます。 

さらに、介護保険施設の整備にあたり、その施設の選考基準に土砂災害警戒区域や浸水

想定区域等の防災面での立地条件を加えることも検討していきます。 
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第５章 地域の特性を踏まえた地域包括ケアシステムを確立するまち 

（７つのブロック別活動目標） 
 

１ ブロック別活動目標設定の考え方 

（１）ブロック別活動目標設定の趣旨 

本市は南北に長く、自然的条件や社会的条件などにおいてさまざまな地域特性を有して

いることから、第７期計画より、市全体の取組に加えて７つのブロック別活動目標を掲げ、

それぞれの地域や地域住民にふさわしい地域包括ケアシステムの構築を図ってきました。 

第８期計画においても、それぞれの地域特性を踏まえた地域包括ケアシステムの深化・

推進へ向けて地域課題から推進すべきこと、在宅医療・介護連携、生活支援サービス体制

整備、認知症施策、地域づくり活動、介護予防活動に関する取組などを進めます。 
 

（２）ブロック別活動目標の構成 

次の構成で７つのブロック別活動目標を示します。 

■現状と課題■ 

現状データ 

人口等の状況 
相談所活動状況 

（令和元年（2019 年）度） 

各ブロックの高齢者人口や高齢化率、要介護等認定

者数や認定率の推移を示します。（各年10月1日時

点） 

あんしん長寿相談所における総合相談や訪問、虐待

防止、ケアマネジメント支援、介護予防の推進など

に関する活動状況を示します。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

調査におけるあんしん長寿相談所の認知度を示し

ます。 

調査結果 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における主な結果を示します。 

現状 課題 

各ブロックにおける現状や地域特性を示します。 各ブロックにおける課題を示します。 

■目標と取組■ 

人口推移と推計 

人口の推移と将来推計を示します。 

ブロック別基本目標 

各ブロックの活動目標を示します。 

取組（評価指標含む） 

基本目標の実現へ向けて、地域課題から推進すべきこと、在宅医療・介護連携、生活支援サービス体制整

備、認知症施策、地域づくり活動、介護予防活動に関する取組を示し、評価指標を掲げます。 
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２ 各ブロック別活動目標 

（１）志賀ブロック（担当：和邇あんしん長寿相談所） 

■現状と課題■ 

現状データ 

人口等の状況 

 
相談所活動状況 

（令和元年（2019 年）度） 
平成 29年 

（2017 年） 

令和２年 

（2020 年） 

人口 22,264 人 21,727 人 総合相談 1,799 人 

高齢者人口 7,124 人 7,431 人 訪問件数 285 件 

高齢化率 32.0 ％ 34.2 ％ 虐待台帳登録者件数 21 件 

要介護等認定者数 1,278 人 1,305 人 ケアマネジャー個別支援 147 人 

要介護等認定率 17.9 ％ 17.6 ％ 介護予防出前講座（認知症含） 32 回 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 指定介護予防支援業務 3,844 件 

あんしん長寿相談所の認知度 37.5 ％ 地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加 21 回 

（知っていると回答した者の割合  市平均：32.5％） ＊いずれも延人数、延件数 

調査結果① 

身体機能低下のリスク該当者の状況 地域や健康状態に関する外出困難要因 

 

※枠付きの値は全体（市平均）を上回るもの 
 

※地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加：地域密着通所介護事業所、グループホーム事業所等が実施する運営推進会議への参加 
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調査結果② 

生活をより良くするためにあると良いと思うもの 

 
 

現状 課題 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より】 

□木戸・小松学区では、認知機能の低下、咀嚼機能の低下、

転倒のリスクなどすべての項目が市平均より高い。和邇・

小野学区では、咀嚼機能の低下が高かった。 

□地域づくり活動への参加意向については、和邇・小野では

「参加してよい」が市平均を上回っており、小松・木戸で

は「すでに参加している」が市平均値の２倍近くある。 

□ペットの飼育については、「飼育している」が市平均より

高く、小野・和邇については「飼い続けられなくなったと

きに世話してくれる人がいない」が、市平均値より 2.5 倍

近くある。 

【地域活動より】 

□ＪＲ蓬莱駅以北はエレベーターがなく受診や買い物が困難

になっており、免許返納することができない。 

□8050 問題や高齢者のＤＶ・障害・精神疾患等の問題を抱

える事例が増えている。  

□サロンの次の担い手が見つからない。また、サロンの開催

回数が少ない傾向にある。 

■免許返納すると、交通の便が悪い

ため、受診や買い物などの外出の

機会が減る。 

■8050 問題が複雑化しており、他

機関との連携が重要となってい

る。 

■ペットについては、在宅生活がで

きなくなったときの引き取り手が

なかったり、一時預かりなどの場

所の確保が難しい。また、施設利

用の妨げになる場合がある。 

■和邇・小野学区では、咀嚼機能の

低下、小松、木戸学区において、

認知機能の低下、咀嚼機能の低

下、転倒のリスクなど、介護予防

の啓発がより必要である。 
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■目標と取組■ 

人口推移と推計 

 

≪人口推移・推計≫                ≪高齢者人口割合の推移・推計≫ 

 

（各年 10月１日現在） 

 

ブロック別基本目標 

みんなが主役のまちづくり 

取組（評価指標含む） 

地域課題から推進すべきこと 在宅医療・介護連携 

○乗り合いタクシーの啓発を行います。 

○一般商業施設からの宅配サービスや移動販売

についての情報提供を行います。 

○他機関や多職種との連携強化（8050 問題や

ペット問題等）を行います。 

○多職種連携を深める場として OK ミーティング

（年６回）を実施します。また、ニーズ調査の

結果などにより、地域課題を共有する機会を持

ちます。いきいき健康祭（年１回）を実施しま

す。 

○市民向け在宅療養講座を実施します。 

○居宅事業所連絡会（３回）、ヘルパー事業所連絡

会、ショート・デイ連絡協議会、リーダー会（年

１回～２回）を実施します。 

○地域ケア会議（年４回）や事例検討会（年２回）

を実施します。 

○民生委員とケアマネジャーとの意見交換会を

開催します。 
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取組（評価指標含む） 

生活支援サービス体制整備 認知症施策 

○第２層協議体を「地域で高齢者と共に暮らすた

めに」をテーマに３回/年開催します。 

○地域で活動する各種団体の活動（民間事業者

含）の情報や地域課題について、地域関係者と

共有します。 

○移動支援や買い物支援の方法について地域住

民と一緒に検討していきます。 

【活動指標】 

移動や買い物の支援方法が具体化されたか 

 

○認知症の人への理解を深めてもらうために、認

知症サポーター養成講座や認知症についての

出前講座を各学区１回/年以上実施します。 

【活動指標】 

回数、参加人数 

地域づくり活動 介護予防活動 

○地域の動物病院や地域動物愛護団体と協力し

ながら、一時預かりなどの場所を確保します。 

○地域にあるサロンの交流会を開催することで、

サロンの活性化を図ります。 

○介護予防（認知症予防含）のための出前講座を

30 回/年以上実施します。 

○OK ミーティングの多職種メンバーが地域に出

向いて、介護予防の視点で健康相談や健康教育

の活動を行います。 

【活動指標】 

地域に出向いた回数 

○ハツラツ宇宙体操などの媒体を利用し、自宅で

できる運動の啓発を行います。 

【活動指標】 

ハツラツ宇宙体操のＤＶＤなどの配布数等 
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（２）北部ブロック（担当：堅田あんしん長寿相談所、真野あんしん長寿相談所） 

■現状と課題■ 

現状データ 

人口等の状況 

 
相談所活動状況 

（令和元年（2019 年）度） 
平成 29年 

（2017 年） 

令和２年 

（2020 年） 

人口 49,500 人 49,006 人 総合相談 2,771 人 

高齢者人口 12,241 人 13,294 人 訪問件数 572 件 

高齢化率 24.7 ％ 27.1 ％ 虐待台帳登録者件数 23 件 

要介護等認定者数 2,111 人 2,362 人 ケアマネジャー個別支援 334 人 

要介護等認定率 17.2 ％ 17.8 ％ 介護予防出前講座（認知症含） 28 回 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 指定介護予防支援業務 6,367 件 

あんしん長寿相談所の認知度 26.8 ％ 地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加 54 回 

（知っていると回答した者の割合  市平均：32.5％） ＊いずれも延人数、延件数 

調査結果① 

身体機能低下のリスク該当者の状況 地域や健康状態に関する外出困難要因 

 

※枠付きの値は全体（市平均）を上回るもの  

※地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加：地域密着通所介護事業所、グループホーム事業所等が実施する運営推進会議への参加 
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調査結果② 

生活をより良くするためにあると良いと思うもの 

 

現状 課題 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より】 

□高齢化率の高い葛川・真野北・伊香立は、運動機能低下や

転倒のリスクが市全体より高く、IADL の低下傾向がみら

れる。 

□外出する上で困っていることは「特にない」と答える割合

が多いが、「病院や診療所が遠い」と答える人は、市平均

に比べ高い。 

□生活をよりよくするために「困ったとき相談できる場所」

についての回答は多いが、あんしん長寿相談所はやや周知

度が低い現状にある。 

□堅田あんしん長寿相談所エリアでは、地域の人と気軽に談

話する場所や健康情報を希望する人の割合が多い。 

【地域活動より】 

□地域的に坂道や狭い道が多く、葛川や仰木地域のバスが運

休し、本数も減っている現状にある。 

□サロン等の通いの場については、参加者として参加を希望

する高齢者は多いが、企画・運営に携わる希望者が少な

く、地域のリーダーが育ちにくい環境にある。 

□高齢者同士でお互いの介護を担う世帯が増え、疾病の重症

化や介護の負担感の問題を抱えている。 

□自治会や地区組織への加入率が減っており、他者との交流

の機会が減っている。 

■エリア内の高齢化率の高い地域で

は、IADL の低下の割合が高く

なっており、特に交通機関が限ら

れている地域では、運動機能の低

下や転倒のリスクが高くなってい

る。 

■あんしん長寿相談所の認知度が低

く、介護予防や介護サービスを必

要とする人への情報提供が不十分

である。 

■地域のつながりが希薄化している

ことで、閉じこもりやうつ傾向の

高齢者への早期の対応ができてい

ない。 
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■目標と取組■ 

人口推移と推計 

 

≪人口推移・推計≫                ≪高齢者人口割合の推移・推計≫ 

 

（各年 10月１日現在） 

 

ブロック別基本目標 

高齢者が役割を持ち、地域とのつながりを保ちながら 

自分らしくいきいきと暮らすことができる地域 

取組（評価指標含む） 

地域課題から推進すべきこと 在宅医療・介護連携 

○ブロック内の自治回覧、マンション、薬局のほ

かに医療機関や金融機関、スーパー（コンビニ

エンスストア）等、高齢者の生活に関係が深い

機関に「あんしんだより」を配布し、あんしん

長寿相談所の認知度を高めます。 

【活動指標】 

「あんしんだより」の配布場所：27 か所以上 

○ブロック内の各種団体の生活支援活動（民間事

業者含）の情報を把握・集約し、市民や関係者

に提供できるようにします。 

 

 

 

 

○医療機関が遠方であっても地域生活が継続で

きることを目指し、医療・介護の在宅医療（看

取り含む）の連携を強化します。 

【活動指標】 

合同研修会の開催：２回/年以上 

○医療・介護連携の報告から市民が情報を得るこ

とで、在宅療養（看取り含む）への不安が軽減

できる市民講座を開催します。 

【活動指標】 

在宅療養市民講座の開催：１回/年以上 
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取組（評価指標含む） 

生活支援サービス体制整備 認知症施策 

○第２層協議体のテーマを「地域で安心して暮ら

すためにみんなで一緒に見守り力を高めあお

う！！」とした会議を開催します。 

○市民や地域の各種団体と地域課題を共有し、住

民主体で見守りができるように進めていきま

す。 

【活動指標】 

第２層協議体の開催：３回/年以上 

 

○認知症についての理解を深め、認知症の早期発

見・早期対応や地域で見守りや支援ができるよ

うに認知症サポーター養成講座及び出前講座

を開催します。 

【活動指標】 

講座の開催：13 回/年以上 

地域づくり活動 介護予防活動 

○サロン等の気軽に行ける場所の少ない地区に

対して「地域づくり聞き取りシート」アンケー

ト結果から、地域での交流の場の必要性を伝

え、サロン等の立ち上げにつなげます。 

【活動指標】 

サロン等の立ち上げ：１か所/年以上 

○地域のサロン主催者や、今後サロンを開催予定

の団体を対象に、サロン交流会を開催し、サロ

ンの継続や充実、立ち上げ支援を行います。 

【活動指標】 

サロン交流会開催：１回/年以上 

 

○介護予防のための運動や食事などの情報を提

供するために出前講座を実施開催します。 

【活動指標】 

出前講座の開催：27 回/年以上 

○特にこれまで出前講座等の依頼のないサロン

や老人クラブに積極的に出かけて行き、介護予

防の普及啓発を行います。 

【活動指標】 

新たなサロン等での出前講座の開催：１か所/年

以上 
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（３）中北部ブロック（担当：比叡あんしん長寿相談所） 

■現状と課題■ 

現状データ 

人口等の状況 

 
相談所活動状況 

（令和元年（2019 年）度） 
平成 29年 

（2017 年） 

令和２年 

（2020 年） 

人口 47,265 人 47,704 人 総合相談 1,998 人 

高齢者人口 12,614 人 12,939 人 訪問件数 404 件 

高齢化率 26.7 ％ 27.1 ％ 虐待台帳登録者件数 20 件 

要介護等認定者数 2,533 人 2,707 人 ケアマネジャー個別支援 256 人 

要介護等認定率 20.1 ％ 20.9 ％ 介護予防出前講座（認知症含） 35 回 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 指定介護予防支援業務 7,394 件 

あんしん長寿相談所の認知度 29.9 ％ 地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加 52 回 

（知っていると回答した者の割合  市平均：32.5％） ＊いずれも延人数、延件数 

調査結果① 

身体機能低下のリスク該当者の状況 地域や健康状態に関する外出困難要因 

 

※枠付きの値は全体（市平均）を上回るもの  

※地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加：地域密着通所介護事業所、グループホーム事業所等が実施する運営推進会議への参加 
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調査結果② 

生活をより良くするためにあると良いと思うもの 

 

 

現状 課題 

【現状データより】 

□高齢者数増加に伴い要介護認定率も上昇してい

る。 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より】 

□IADL 以外の項目が市平均値を上回っている。 

□あんしん長寿相談所の認知度が低い。 

【地域活動より】 

□勾配の高い坂の上にも住宅地があるが、公共交

通機関が少ない。商業施設が坂道の下側に位置

しているために、移動距離が長く、高齢になっ

ても自家用車が手放せない。または、移動がで

きない。 

□高齢化率が高く共助が困難となっている。 

□精神疾患、8050 等、多問題を抱える家族の対

応が多い。 

 

■外出し難い地域においては閉じこもり傾向が

強く身体機能低下、咀嚼機能低下につながる危

険性が高い。 

■サロン等の地域の世話役が高齢化しており、後

任がいないことを悩む人が多い。世話役の人が

病気をかかえながら行っている場も多く、活動

継続が困難となる危険性がある。 

■高齢者の介護や健康についての相談先がわか

らない、また近所に気になる人が生活していて

もどこに情報提供を行うと良いかわからない

ため、対象の人が身体機能、生活状態が悪化し

てしまう危険性がある。 
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■目標と取組■ 

人口推移と推計 

 

≪人口推移・推計≫                ≪高齢者人口割合の推移・推計≫ 

 

（各年 10月１日現在） 

 

ブロック別基本目標 

共に助け合いながら安心して暮らし続けられる地域 

～いきいきと自分らしく～ 

取組（評価指標含む） 

地域課題から推進すべきこと 在宅医療・介護連携 

○高齢化、地域特性から見出される課題について

あらゆる世代や分野に地域の現状や問題提起

を行う機会を作ります。 

【活動指標】 

教育機関、商業施設等：１か所/年以上 

○あんしん長寿相談所の役割について、地域内の

幼稚園、小中学校等の教育機関、美容院等に「あ

んしんだより」を配布し、様々な年代の住民に

対して認知度を高めます。 

【活動指標】 

新たな場への「あんしんだより」の配布数や設

置数 

 

○多職種連携事業 

地域ケアシステムの構築を目標に、それぞれの

専門職種の役割についての研修会、専門性を生

かした連携・連帯のあり方について検討する研

修会を計画的に行います。 

【活動指標】 

研修会実施：３回/年 
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取組（評価指標含む） 

生活支援サービス体制整備 認知症施策 

○第２層協議体については、福祉に関わる団体と

地域団体との協働をテーマに実施します。 

【活動指標】 

年２回 

○福祉的なサービスを提供する団体（民間事業所

やボランティアを含）と地域住民とのつながり

を構築し、協働にむけた活動を検討します。 

○認知症の人への理解を深めてもらうため、認知

症サポーター養成講座、認知症をテーマとした

出前講座を実施します。 

【活動指標】 

各学区１回/年以上 

○認知症初期集中支援チームとの定期的な情報

交換を行い、地域の課題を見いだし、あんしん

長寿相談所の活動に生かします。 

 

地域づくり活動 介護予防活動 

○ふれあいサロン交流会に出席し、地域サロン主

催者向けにあんしん長寿相談所の取組や地域

活動の重要性について説明します。また、サロ

ン等の世話役の育成等について検討していき

ます。 

【活動指標】 

年１回 

○「あんしんだより」に介護予防についての情報

提供を掲載する。 

○各学区の地域サロンに参加し、フレイルをテー

マにした出前講座を各学区２回/年以上実施し

ます。共通のアンケートを実施します。 

【活動指標】 

生活に取り入れられると回答した人の割合 

：80％以上 

○出前講座や相談所の紹介などを行ったことが

ないサロン等に連絡して実施出前講座等を実

施します。 

【活動指標】 

１か所/年以上 
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（４）中部ブロック（担当：中あんしん長寿相談所、中第二あんしん長寿相談所） 

■現状と課題■ 

現状データ 

人口等の状況 

 
相談所活動状況 

（令和元年（2019 年）度） 
平成 29年 

（2017 年） 

令和２年 

（2020 年） 

人口 50,782 人 52,151 人 総合相談 3,677 人 

高齢者人口 14,242 人 14,893 人 訪問件数 893 件 

高齢化率 28.0 ％ 28.6 ％ 虐待台帳登録者件数 31 件 

要介護等認定者数 2,895 人 3,121 人 ケアマネジャー個別支援 460 人 

要介護等認定率 20.3 ％ 21.0 ％ 介護予防出前講座（認知症含） 44 回 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 指定介護予防支援業務 9,240 件 

あんしん長寿相談所の認知度 35.2 ％ 地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加 48 回 

（知っていると回答した者の割合  市平均：32.5％） ＊いずれも延人数、延件数 

調査結果① 

身体機能低下のリスク該当者の状況 地域や健康状態に関する外出困難要因 

 

※枠付きの値は全体（市平均）を上回るもの  

※地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加：地域密着通所介護事業所、グループホーム事業所等が実施する運営推進会議への参加 
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調査結果② 

生活をより良くするためにあると良いと思うもの 

 

現状 課題 

【現状データより】 

□要介護等認定率が他ブロックに比べて高い。あん

しん長寿相談所の認知度は市平均より高いが

40％に満たない。 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より】 

□生活をより良くするために「困ったことを相談で

きる場所」「介護予防のための情報」「介護予防の

教室」を希望する割合が市全体より高い。 

□サロンや老人クラブへの参加は少ないが、地域づ

くり活動へは参加してもいいという人が多い。 

【地区活動より】 

□独居高齢者が多く、今後の生活への不安が強い。 

□昔ながらの商店街が多い地域ではあるが、買い物

が不便と感じている人が多い。 

□近所づきあいが希薄で、認知症等になるとご近所

トラブルに発展するケースが増えている。 

□8050 問題が虐待として表面化し緊急対応が必

要なケースが増加している。 

 

■あんしん長寿相談所の認知度を高め、高齢者

だけでなく子ども世代からも「困ったことを

相談できる場所」という認識を持ってもらう

必要がある。 

■独居であっても、認知症になっても地域で安

心して生活が継続できるよう、住民や関係者、

関係機関（地域の社会資源）と協力して共助の

しくみを構築する必要がある。 

■地域住民のニーズにあった地域づくり活動や

介護予防の教室を企画することで、心身機能

の低下を防止する。 

■8050 問題に早期に介入し虐待に発展するこ

とを防止する。 

31.6

28.9

21.8

20.5

17.7

14.8

14.7

14.7

14.3

13.4

8.3

6.2

29.3

29.9

22.7

22.7

20.4

14.5

18.1

17.4

13.2

15.5

12.2

7.9

0 10 20 30 40

特別養護老人ホームなどの介護保険施設

の増設 １

公共交通手段の整備やバリアフリー化

買い物場所の増加

困ったことを相談できる場所

自宅で受ける介護サービス

地域の人と気軽に談話できる場所

有料老人ホームや高齢者向け住宅などの

増設 １

介護予防のための運動や食事などの情報

短時間でも働ける場所

余暇生活をともに過ごす機会

介護予防のための教室

その他
全体（n=2005）

中部ブロック（n=304）

（％） 



 

118 

 

■目標と取組■ 

人口推移と推計 

 

≪人口推移・推計≫                ≪高齢者人口割合の推移・推計≫ 

 

（各年 10月１日現在） 

 

ブロック別基本目標 

高齢になっても安心して一人暮らしが続けられる地域 

取組（評価指標含む） 

地域課題から推進すべきこと 在宅医療・介護連携 

○あんしん長寿相談所の認知度を高めるため、住

民がよく行く場所や高齢者マンションにあん

しん長寿相談所案内のチラシを設置します。 

○民生委員等と連携し、一人暮らしや高齢者世帯

宅を訪問し、相談窓口の周知を行います。 

○住民と関わりの深い商店街やお寺に出向くこ

とで、あんしん長寿相談所の理解を高め、早期

に相談ができる仕組みを作ります。 

○8050 問題に早期に介入するため、すこやか相

談所や保健予防課と連携を深め、引きこもり

ケース家族の支援に関わります。 

 

○在宅療養を推進するため、多職種研修会や事例

検討で在宅療養や看取りについての課題を共

有し、連携の仕方や対応について検討します。 

【活動指標】 

参加者アンケートで在宅療養や看取りについ

ての理解が深まったと回答した人の割合：80％

以上 
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取組（評価指標含む） 

生活支援サービス体制整備 認知症施策 

○第２層協議体のテーマを「地域の和を深める」

とし地域の関係者（商店街、スーパー、薬局、

銀行、交番等）を交えた会議を年３回開催し、

地域でのつながりや見守り、助け合いを強化し

ます。 

【活動指標】 

地域関係者の会議に毎回参加 

 

○認知症の理解を深めるために、認知症サポー

ター養成講座や出前講座を２回/年以上開催し

ます。 

○独居の認知症ケースを抱える地域については、

個別の地域ケア会議と出前講座の開催で地域

の見守り体制を強化します。 

【活動指標】 

１回/年以上 

 

地域づくり活動 介護予防活動 

○地域住民が望む地域づくり活動を把握するた

めに住民にアンケートを実施します。 

○アンケートの結果に応じて、地域役員やボラン

ティアと協力して活動の企画を立案します。 

【活動指標】 

アンケート実施及び活動の企画：１学区/年以上 

○介護予防のための出前講座、いきいき講座を実

施します。※中第二包括エリアでは低栄養予防

についての内容も盛り込みます。 

【活動指標】 

30 回/年以上 

○感染症が流行している時期に家でも取り組め

る体操等、介護予防のための情報をまとめたチ

ラシを作成し、配布します。 
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（５）中南部ブロック（担当：膳所あんしん長寿相談所、晴嵐あんしん長寿相談所） 

■現状と課題■ 

現状データ 

人口等の状況 

 
相談所活動状況 

（令和元年（2019 年）度） 
平成 29年 

（2017 年） 

令和２年 

（2020 年） 

人口 61,329 人 61,398 人 総合相談 5,521 人 

高齢者人口 15,605 人 16,060 人 訪問件数 1,093 件 

高齢化率 25.4 ％ 26.2 ％ 虐待台帳登録者件数 54 件 

要介護等認定者数 2,865 人 3,068 人 ケアマネジャー個別支援 696 人 

要介護等認定率 18.4 ％ 19.1 ％ 介護予防出前講座（認知症含） 60 回 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 指定介護予防支援業務 8,491 件 

あんしん長寿相談所の認知度 34.3 ％ 地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加 60 回 

（知っていると回答した者の割合  市平均：32.5％） ＊いずれも延人数、延件数 

調査結果① 

身体機能低下のリスク該当者の状況 地域や健康状態に関する外出困難要因 

 

※枠付きの値は全体（市平均）を上回るもの  

※地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加：地域密着通所介護事業所、グループホーム事業所等が実施する運営推進会議への参加 
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調査結果② 

生活をより良くするためにあると良いと思うもの 

 

現状 課題 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より】 

□あんしん長寿相談所について、「知らない」が中南部

ブロックでは 34.9％と市平均より少ないが、富士見・

晴嵐学区では 39.0％と４割近くを占めている。 

□運動器の機能低下の「リスクあり」に該当する人の割

合が中南部ブロックで 15.9％と市全体で最も多い。 

□自分で食品・日用品の買い物や自分で食事の用意が

「できない」が富士見・晴嵐学区では市全体で最も多

く、低体重（やせ）が市全体に比べて多い。 

□ボランティアやスポーツ等のグループ活動に「参加し

ていない」が市全体に比べて多い。 

【地域活動より】 

□第２層協議体において、富士見・晴嵐学区の住民を対

象に「移送」に関するアンケートを実施した結果、困

りごととして買い物に関することが最も多い。 

□京阪神のベッドタウンとして、駅周辺や湖岸地域にマ

ンション等集合住宅が多く建ち並んでいるが、住民同

士のつながりが希薄な傾向がある。 

□養護者自身に精神的問題や経済的問題、地域や親族と

の疎遠があり、虐待の加害者として関わるケースが増

えている。 

 

■あんしん長寿相談所の認知度が中南部ブ

ロック内では富士見・晴嵐学区が低く、支

援を必要とする人に対応できていない可

能性がある。 

■住民同士の関わりが希薄なことや、高齢

者世帯や単独世帯の増加により問題が表

面化しにくく、相談の時点で重症化して

いる場合が多い。 

■買い物や食事の用意ができない高齢者に

低体重（やせ）の問題が重なっている恐れ

がある。 

■山手側の住民は加齢に伴い外出行動に制

限がかかりやすく、買い物や移送につい

て支障をきたしている高齢者が多い。 

■高齢者虐待が家庭内で潜在化、日常化し

ており、養護者の生活支援を必要とする

場合が多い。 
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■目標と取組■ 

人口推移と推計 
 

≪人口推移・推計≫                ≪高齢者人口割合の推移・推計≫ 

 

（各年 10月１日現在） 

ブロック別基本目標 

高齢者が自分らしく 

安心して暮らし続けられる地域づくりを推進する 

取組（評価指標含む） 

地域課題から推進すべきこと 在宅医療・介護連携 

○高齢者の生活に密着している関係機関に「あん

しんだより」を配布するとともに、掲示または

設置の協力を依頼し、あんしん長寿相談所の認

知度を高めます。（大型スーパー、コンビニ、商

店街の商店、医療機関、金融機関、交番、マン

ションの管理人等）また、会社等に勤務する人

は、地域の福祉・介護に関する情報に接する機

会が少ない傾向があるため、大津商工会議所と

連携して地域の企業に出向き、あんしん長寿相

談所の周知を行います。 

【活動指標】 

関係機関：60 か所、民間企業：5 か所 

○虐待予防への取組として、危機的な事態が生じ

る前に早期に発見、対応が行われるよう、地域

での見守りの必要性について、民生委員や住民

に対して啓発する機会をもちます。 

【活動指標】 

10 回以上／年 

○多職種により、ターミナルケアをテーマに合同

研修会を開催し、在宅療養における各職種の役

割についての理解を深めます。 

【活動指標】 

参加者アンケートで他職種の役割が理解でき

たと回答した人の割合：80％以上 
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取組（評価指標含む） 

生活支援サービス体制整備 認知症施策 

○第２層協議体を「高齢者が住みやすい街づく

り」を目的に対象学区において３回/年開催し、

地域で活動する各種団体の活動（民間事業者

含）の情報共有と地域課題について検討しま

す。 

○第２層協議体において、買い物や移動等高齢者

が日常生活で直面している課題と取組につい

て検討します。 

【活動指標】 

地域課題を抽出し、必要な取組について検討で

きる。 

 

○認知症の人への理解を深め、認知症が重症化す

るまでに早期発見、早期対応の必要性や地域で

の見守りについての啓発を目的に、出前講座や

認知症サポーター養成講座を開催します。 

【活動指標】 

講座の開催回数：40 回/年以上 

地域づくり活動 介護予防活動 

○中南部ブロック保健福祉関係者連絡会を民生

委員や関係機関を対象に開催し、地域課題につ

いて共有します。 

【活動指標】 

開催：２回/年  

○民生委員とケアマネジャーの交流会を開催し、

顔の見える関係づくりを推進し、社会資源や高

齢者支援についての課題について共有します。 

【活動指標】 

開催：1 回/年以上 

○高齢者が身近な地域で交流できる機会が少な

い地区に対して、必要性を把握しサロン等の立

ち上げ支援を行います。 

【活動指標】 

サロン等の立ち上げ支援：1 か所/年以上 

 

○運動機能の低下予防や低栄養の予防について

の情報をサロンや老人クラブ、外出機会が減少

している高齢者等に提供し、フレイル予防の普

及啓発を行います。 

【活動指標】 

介護予防に関する出前講座の開催： 

50 回/年以上 

○身近な場所で、いきいき百歳体操が実施できる

よう自主グループの立ち上げ支援を行います。 

【活動指標】 

１か所/年以上 
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（６）南部ブロック（担当：南あんしん長寿相談所） 

■現状と課題■ 

現状データ 

人口等の状況 

 
相談所活動状況 

（令和元年（2019 年）度） 
平成 29年 

（2017 年） 

令和２年 

（2020 年） 

人口 35,692 人 34,735 人 総合相談 1,164 人 

高齢者人口 10,655 人 11,163 人 訪問件数 732 件 

高齢化率 29.9 ％ 32.1 ％ 虐待台帳登録者件数 32 件 

要介護等認定者数 1,792 人 1,975 人 ケアマネジャー個別支援 544 人 

要介護等認定率 16.8 ％ 17.7 ％ 介護予防出前講座（認知症含） 32 回 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 指定介護予防支援業務 4,837 件 

あんしん長寿相談所の認知度 37.6 ％ 地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加 51 回 

（知っていると回答した者の割合  市平均：32.5％） ＊いずれも延人数、延件数 

調査結果① 

身体機能低下のリスク該当者の状況 地域や健康状態に関する外出困難要因 

 

※枠付きの値は全体（市平均）を上回るもの  

※地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加：地域密着通所介護事業所、グループホーム事業所等が実施する運営推進会議への参加 
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調査結果② 

生活をより良くするためにあると良いと思うもの 

 

現状 課題 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より】 

□高齢化率に加え、石山・南郷学区では独居率も

高い。 

□石山・南郷学区では IADL が低く、市全体より

認知機能の低下、転倒のリスクが高い。大石・

田上学区では咀嚼機能の低下の割合が高い。 

□あんしん長寿相談所の周知を進めているものの

認知度は 37.6％となっている。 

【地域活動より】 

□高齢化や自治会加入率の低下などから共助の活

動がすすみにくい。 

□公共交通機関が少なく高齢になっても自家用車

に頼らざるを得ない。 

□精神疾患、認知症、8050 等、家庭内に問題が複

合化したケースが増えている。 

 

■認知症への理解を深めるためにサロンや出前

講座の中で情報提供を行い、「あんしんだより」

で相談窓口としてのあんしん長寿相談所の周

知を図ることが必要。 

■交通の不便さ、外出機会の減少等による閉じこ

もり傾向からくる身体機能の低下や認知症の

進行を予防する必要がある。 

■8050 問題について民生委員への問題提起やす

こやか相談所と協力することで早期発見、早期

介入を図り、虐待予防への取組を進める必要が

ある。 

31.6

28.9

21.8

20.5

17.7

14.8

14.7

14.7

14.3

13.4

8.3

6.2

32.2

28.7

25.6

21.7

16.3

13.2

17.1

15.1

16.3

12.4

7.4

5.4

0 10 20 30 40

特別養護老人ホームなどの介護保険施設

の増設 １

公共交通手段の整備やバリアフリー化

買い物場所の増加

困ったことを相談できる場所

自宅で受ける介護サービス

地域の人と気軽に談話できる場所

有料老人ホームや高齢者向け住宅などの

増設 １

介護予防のための運動や食事などの情報

短時間でも働ける場所

余暇生活をともに過ごす機会

介護予防のための教室

その他
全体（n=2005）

南部ブロック（n=258）

（％） 



 

126 

 

■目標と取組■ 

人口推移と推計 

 

≪人口推移・推計≫                ≪高齢者人口割合の推移・推計≫ 

 

（各年 10月１日現在） 

 

ブロック別基本目標 

安心して暮らし続けられる地域づくりの推進 

取組（評価指標含む） 

地域課題から推進すべきこと 在宅医療・介護連携の推進 

○地区組織への挨拶やスーパー・コンビニエンス

ストアのほか、これまで依頼していなかった医

療機関、薬局、整体等の施術院などへの「あん

しんだより」の掲示、ふれあい給食時の「あん

しんだより」の配布からあんしん長寿相談所の

認知度を高め、認知症の人や家族の相談場所で

あることも伝えます。 

○すこやか相談所や民生委員と協力して、8050

問題ほか虐待予防へ早期に取り組みます。 

 

○研修会の参加者は増えており、一定範囲で安定

しているものの参加者が固定化しているため

新たな参加者を増やしていきます。 

○市民講座（在宅療養応援講座）を年１回開催し

ているが小単位の出前講座で啓発を推進しま

す。 

【活動指標】 

合同研修会：２回/年 

在宅療養応援講座：１回/年 

出前講座：随時 

 

  

11,851 10,000 8,606 7,566 6,661

11,721
10,900

9,791
8,300

6,516

5,722

4,756
4,217

4,187
4,482

5,441
6,848

7,437
7,307

6,963

34,735
32,504

30,051
27,360

24,622

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

令和２年

（2020年）

令和７年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

40歳未満 40～64歳 65～74歳 75歳以上

32.1
35.7

38.8
42.0

46.5

15.7

21.1
24.7

26.7
28.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

令和２年

（2020年）

令和７年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

65歳以上割合 75歳以上割合

（％） （人） 



 

127 

 

 

取組（評価指標含む） 

生活支援サービス体制整備 認知症施策 

○地域課題の把握・共有のため、地域の組織・各

種団体を交えて、第２層協議体を開催します。 

【活動指標】 

３回/年開催 

○認知症の人への理解を深め、早期対応につなげ

るため認知症サポーター養成講座または認知

症についての内容を含めた健康講座を行いま

す。 

【活動指標】 

養成講座：各学区１回/年以上 

健康講座：10 回/年以上 

○「あんしんだより」へ認知症サポーター養成講

座について掲載します。 

【活動指標】 

毎号掲載 

 

地域づくり活動 介護予防活動 

○地域活動の中で出た個別課題の検討を重ねる

ことでエリア課題の把握、共有を図り、地域づ

くりにつなげることを目的に地域ケア会議を

開催します。 

【活動指標】 

３回/年開催 

○「あんしんだより」に介護予防について情報を

掲載し、外出を自粛されている高齢者への周知

を図ります。 

○介護予防（認知症予防含む）のための出前講座

を 10 回/年以上実施します。 

○石山学区を含めて、いきいき百歳体操の立上げ

を支援し、各学区１か所以上実施・継続される

よう支援を継続します。 
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（７）東部ブロック（担当：瀬田あんしん長寿相談所、瀬田第二あんしん長寿相談所） 

■現状と課題■ 

現状データ 

人口等の状況 

 
相談所活動状況 

（令和元年（2019 年）度） 
平成 29年 

（2017 年） 

令和２年 

（2020 年） 

人口 75,739 人 77,275 人 総合相談 7,226 人 

高齢者人口 15,113 人 16,147 人 訪問件数 980 件 

高齢化率 20.0 ％ 20.9 ％ 虐待台帳登録者件数 75 件 

要介護等認定者数 2,568 人 2,766 人 ケアマネジャー個別支援 944 人 

要介護等認定率 17.0 ％ 17.1 ％ 介護予防出前講座（認知症含） 36 回 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 指定介護予防支援業務 7,997 件 

あんしん長寿相談所の認知度 30.4 ％ 地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加 70 回 

（知っていると回答した者の割合  市平均：32.5％） ＊いずれも延人数、延件数 

調査結果① 

身体機能低下のリスク該当者の状況 地域や健康状態に関する外出困難要因 

 

※枠付きの値は全体（市平均）を上回るもの  

※地域密着ＤＳ、ＧＨ運営推進会議参加：地域密着通所介護事業所、グループホーム事業所等が実施する運営推進会議への参加 
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調査結果② 

生活をより良くするためにあると良いと思うもの 

 

現状 課題 

【現状データより】 

□ブロックの人口及び高齢者人口は最も多いが、高

齢化率、要介護認定率は他のブロックと比べて最

も低い。 

□虐待台帳登録者件数は最も多く、高齢者人口に占

める割合も他のブロックに比べて最も多い。 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より】 

□瀬田、瀬田南学区では、転倒のリスクが市平均よ

り高い。 

□上田上、青山学区では、閉じこもり傾向が市平均

より高く、認知機能の低下も市平均より高い。 

□あんしん長寿相談所の認知度は、市平均より低

い。 

【地域活動より】 

□民児協と相談会により虐待の早期発見につながっ

ているが、8050 問題の家族を含む支援が必要な

対応が多い。 

□認知症は虐待のリスク要因であるが、早期の認知

症の相談が少ない。 

■あんしん長寿相談所の認知度が低いため、

認知症、虐待、介護、高齢者福祉に関する

相談先がわからず、本人、家族、地域への

早期対応につながっていない恐れがあり相

談所の周知が必要である。 

■転倒や閉じこもり、認知機能の低下が高い

地域があり要介護認定率が高くなるおそれ

があるため、介護予防、フレイル対策が必

要である。 

■虐待台帳登録者件数が多く虐待のハイリス

クである認知症の相談先の認知度が低いた

め、認知症の理解を深める啓発や相談先の

周知が必要である。 

 

31.6

28.9

21.8

20.5

17.7

14.8

14.7

14.7

14.3

13.4

8.3

6.2

33.0

29.2

17.1

21.5

17.1

16.2

14.7

16.2

14.2

14.2

8.3

5.9

0 10 20 30 40

特別養護老人ホームなどの介護保険施設

の増設 １

公共交通手段の整備やバリアフリー化

買い物場所の増加

困ったことを相談できる場所

自宅で受ける介護サービス

地域の人と気軽に談話できる場所

有料老人ホームや高齢者向け住宅などの

増設 １

介護予防のための運動や食事などの情報

短時間でも働ける場所

余暇生活をともに過ごす機会

介護予防のための教室

その他
全体（n=2005）

東部ブロック（n=339）

（％） 



 

130 

 

■目標と取組■ 

人口推移と推計 

 

≪人口推移・推計≫                ≪高齢者人口割合の推移・推計≫ 

 

（各年 10月１日現在） 

 

ブロック別基本目標 

医療・福祉・地域が支えあい安心して生活できるまち 

取組（評価指標含む） 

地域課題から推進すべきこと 在宅医療・介護連携 

○学区社協やブロック別社会福祉協議会連絡会

に出席し、あんしん長寿相談所の認知度を高

め、連携を強化します。 

○あんしん長寿相談所の認知度を高めるため、地

区組織や老人福祉センター、医療機関、薬局、

銀行、郵便局、スーパー、地元の商工会など広

く「あんしんだより」等の配布や掲示を行い周

知します。 

○民児協との相談会を実施し、認知症支援や虐待

の相談対応を行います。 

【活動指標】 

1 回/年以上 

○あんしん長寿相談所から遠い住民には電話や

訪問で対応し、来所せずに相談できることをサ

ロンや地域に出向く機会を捉えて周知します。 

○在宅療養における多職種の役割について理解

を深め、連携を強化するための専門職研修会を

開催します。 

【活動指標】 

参加者アンケートで多職種の役割が理解でき

たと回答した人の割合：70％以上 

○在宅療養支援は病気になった段階から始まる

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）に関

することを、市民向けの講座や「あんしんだよ

り」等で啓発します。 

【活動指標】 

１回/年以上 

34,588 33,279 33,306 33,694 33,586

26,540 27,517 27,024 25,474 23,316

8,414 7,681 7,973 9,266 11,204

7,733 9,948 11,255 11,911 12,710

77,275 78,425 79,558 80,345 80,816

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

令和２年

（2020年）

令和７年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

40歳未満 40～64歳 65～74歳 75歳以上

20.9
22.5

24.2
26.4

29.6

10.0

12.7
14.1 14.8 15.7

0

5

10

15

20

25

30

35

令和２年

（2020年）

令和７年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

65歳以上割合 75歳以上割合

（％） （人） 



 

131 

 

 

取組（評価指標含む） 

生活支援サービス体制整備 認知症施策 

○第２層協議体「住みまちプロジェクト」のテー

マを「ボランティア（ボランティアに興味はあ

るが、始めるきっかけがない）」とし、アンケー

ト結果を元に出会いのボランティアカフェを

開催します。 

【活動指標】 

ボランティアカフェの参加者アンケートによ

り、ボランティア活動の理解が深まったと回答

した人の割合：70％以上 

○居場所（住んでいる地域に気軽に集まれる場所

がほしい）の維持及び居場所の活動グループを

増やすため、ボランティアカフェ参加者を居場

所の活動につなげます。 

【活動指標】 

１か所以上 

 

○認知症（若年性認知症を含む）を理解する住民

を増やすため、認知症サポーター養成講座や認

知症を含む出前講座、啓発活動を各学区１回/年

以上実施します。 

○認知症の相談先を周知するため、民児協、学区

社協等に出向き、「あんしんだより」等を各学区

１回/年以上配布します。 

 

地域づくり活動 介護予防活動 

○地域組織と連携ができるよう民児協、学区社協

等に出向き、あんしん長寿相談所の周知を行い

ます。 

【活動指標】 

各学区１回/年 

○東部ブロック社会福祉協議会連絡会に出席し、

地域課題を共有します。 

【活動指標】 

１回/年以上 

○絆づくり経営推進委員会（瀬田商工会）に出席

し、移動販売やお助けサービスなどの情報を共

有します。 

【活動指標】 

１回/年以上 

 

○介護予防のため「フレイル対策」を含む内容の

出前講座や啓発活動を、20 回/年以上実施しま

す。 

○フレイル対策の講座は、低栄養、口腔機能低下、

運動機能低下、閉じこもり予防（認知症・うつ）

など多職種と連携し実施します。 
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第６章 地域の中で安心していきいき暮らせるまち 

（あんしん長寿相談所の機能強化） 

 

１ あんしん長寿相談所の機能強化方針 

（１）基幹型と委託による圏域型のあんしん長寿相談所による体制の強化 

基幹型あんしん長寿相談所については、圏域型あんしん長寿相談所との総合調整や後方

支援、地域ケア会議の開催、高齢者虐待対応等、基幹的な役割を担い、今後も高齢者人口の

増加に伴い相談件数や虐待件数の増加が見込まれることから、より一層、圏域型あんしん

長寿相談所と連携し業務に取り組む必要があります。また、日常生活圏域で未整備地域で

ある、圏域型あんしん長寿相談所４か所の整備を進めていきます。 

さらに、基幹型あんしん長寿相談所の職員配置について、高齢者のニーズに応えられる

よう、将来的な配置、必要な体制強化を検討します。 

 

■あんしん長寿相談所とチーム数 

（１チーム：保健師・看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーで構成 ○：基幹型） 

あんしん長寿相談所 チーム数 日常生活圏域 

○和邇 ２ (１) 小松、木戸      (２)和邇、小野 

真野 １ (３) 葛川、伊香立、真野、真野北 

○堅田 ２ (４) 堅田、仰木、仰木の里、仰木の里東 

○比叡 ２ (５) 雄琴、日吉台、坂本  (６)下阪本、唐崎 

○中 ２ (７) 滋賀、山中比叡平 

中第二 １ (８) 藤尾、長等、逢坂、中央 

○膳所 ２ (９) 平野、膳所 

晴嵐 １ (10) 富士見、晴嵐 

○南 ２ (11) 石山、南郷      (12) 大石、田上 

○瀬田 ２ (13) 上田上、青山     (14) 瀬田、瀬田南 

瀬田第二 １ (15) 瀬田北、瀬田東 

11 か所 18  

 

（２）効果的な運営継続のための評価の実施 

あんしん長寿相談所運営協議会と連携を図りながら、定期的な点検を行い、あんしん長

寿相談所の運営に対して適切に評価を実施します。 
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２ あんしん長寿相談所の役割や機能 

（１）地域ケア会議の推進 

各あんしん長寿相談所を中心に、地域の関係者と共に地域ケア個別会議を開催し、各エ

リアの地域課題を踏まえ、地域包括ケア部会で課題解決に向けての検討を行い、必要に応

じて地域における資源開発や介護保険事業計画への反映等の政策形成につなげていきます。 

また、多職種の助言を得ながら自立支援・介護予防を目指す、自立支援のための地域ケ

ア個別会議についても開催し、高齢者の介護予防と生活の質の向上を図ります。 

 

（２）あんしん長寿相談所の運営 

① 介護予防ケアマネジメント 

介護予防・日常生活支援総合事業対象者の心身機能の維持向上が図れるように、対象

者やその家族と目標を共有するとともに、対象者の意欲を引き出し、介護予防事業等の

参加を通じて、生活の質の向上に努めます。 

 

② 総合相談 

高齢者の総合相談窓口として、市民や事業所等からの医療・福祉・介護等の相談に応

じるとともに、民生委員や地域の関係者と連携し、迅速に必要な支援につなげます。 

また、生活支援コーディネーター等と連携し、地域のフォーマル・インフォーマルな

情報の把握に努め、相談者に対して適切な情報提供を行います。 

 

③ 包括的・継続的ケアマネジメント 

ケアマネジャーへの個別支援や介護支援専門員連絡協議会と研修会等を企画し、ケア

マネジャーのさらなる資質の向上を図ります。 

 

④ 権利擁護・虐待対応 

成年後見制度や権利擁護に関する相談対応を行います。また、高齢者虐待について迅

速で的確な対応に努めるとともに、各エリアで虐待防止や早期発見のための取組を行い

ます。 

 

⑤ 地域づくり 

各地区の民生委員や学区社協など関係者との連携をさらに深め、高齢者が地域で安心

して生活できるよう、地域づくりを推進します。 

 



 

134 

 

⑥ 指定介護予防支援業務 

今後も要支援者や事業対象者の増加が見込まれることから、引き続き委託先の確保と

あんしん長寿相談所のケアマネジャーの確保に取り組みます。 

 

（３）健康づくり・生きがいづくりの推進 

① 健康づくり・生きがいづくりの情報提供 

介護予防、健康づくり、生きがいづくりに関する情報発信のため、「あんしん長寿相談

所だより」を発行し、自治会回覧に加えて、地域の銀行や商店、薬局等の協力を得て配布

しており、今後も効果的に高齢者への情報発信ができるよう、配布先を増やしていきま

す。 

 

② サロン等の通いの場への支援 

サロン等の通いの場への参加が、住民同士の健康づくりや生きがいづくりにつながり、

また地域で顔を合わせる機会となっています。あんしん長寿相談所では、地域での活動

が充実・継続していくよう支援していきます。また、通いの場を通じて、健康などに関す

る情報提供を行い、市民が継続して自主的に介護予防活動に取り組めるよう支援します。 

 

（４）運転免許証を返納された高齢者に対する生活支援 

運転免許証更新時に免許証を返納された高齢者のうち、本人同意がとれた方については、

滋賀県警から居住している市町地域包括支援センターに情報提供がされる仕組みとなって

います。本市においても、滋賀県警からあんしん長寿相談所へ情報提供があった場合、速

やかに訪問等を行う体制をとっており、今後も丁寧な相談支援を行います。 

 

（５）家族介護者への支援 

あんしん長寿相談所への相談の中で、介護の負担が介護者の生活や心身の健康状態にど

のくらい影響しているか等を把握し、関係機関と連携して支援を行っていくとともに、必

要に応じて、地域の関係者とともに家族介護者が孤立しないような住民同士の見守りなど

の地域づくりを進めます。 

また、学齢期でありながら、慢性的な病気や障害などを抱える家族や高齢者の介護をし

ているいわゆるヤングケアラーは、学業等の活動に影響を及ぼすことが懸念されています。

今後、教育機関や各関係機関等と連携し、実態把握に努め、必要な支援を検討していきま

す。 
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第７章 必要な介護保険サービスを利用できるまち 

（介護保険サービスの充実） 
 

１ 介護保険サービス（地域密着型及び入所・居住系施設）の整備方針 

令和22年（2040年）に向けて、認定者数の増加が見込まれることから、引続き、介護保険

サービスの基盤整備を進めていくことが求められます。 

介護保険サービスの整備は、高齢者の生活の質の向上、社会生活への参加、介護離職ゼ

ロ等に向けた有効な施策ではありますが、一方で、過剰な介護保険サービスの整備は、介

護保険料の上昇にもつながることから慎重に検討する必要があります。 

地域密着型サービス及び入所・居住系施設は、学識経験者、介護サービス事業者、市民団

体、大津市で構成する「大津市地域密着型サービス・施設サービス審査委員会」において審

議をいただいた上で、選考していくものとします。 
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（１）地域密着型サービスの整備目標 

① 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び共用型認知症対応型通所 

介護 

認知症対応型通所介護及び共用型認知症対応型通所介護は、日常生活圏域を限定せず

整備を進めます。 

■認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び共用型認知症対応型通所介護

の整備目標 

（単位：箇所、人） 

区  分 

令和２年 

(2020 年)度 

第８期計画期間 

(新規整備分) 

令和５年 

(2023 年)度末 

の目標 

整備済数 人数 整備数 人数 整備数 人数 

志賀 

ブロック 

小松、木戸 － － 

1 12 13 154 

和邇、小野 1 12 

北部 

ブロック 

葛川、伊香立、真野、真野北 － － 

堅田、仰木、仰木の里、仰木の里東 1 12 

中北部 

ブロック 

雄琴、日吉台、坂本 1 12 

下阪本、唐崎 2 24 

中部 

ブロック 

滋賀、山中比叡平 2 24 

藤尾、長等、逢坂、中央 1 12 

中南部 

ブロック 

平野、膳所 2 22 

富士見、晴嵐 － － 

南部 

ブロック 

石山、南郷 － － 

大石、田上 1 12 

東部 

ブロック 

上田上、青山 － － 

瀬田、瀬田南 － － 

瀬田北、瀬田東 1 12 

計 12 142 1 12 13 154 

共用型認知症対応型通所介護(圏域指定なし) 1 3 1 6 2 9 
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② 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護は、日常生活圏域を限定せず整備を進めます。 

ただし、選考に当たっては、未整備となった圏域を優先します。 

登録定員増の届出については、利用者のニーズ確保の観点から柔軟に認めていきます。 

■小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の整備目標 

（単位：箇所、人） 

区  分 

令和２年 

(2020 年)度 

第８期計画期間 

(新規整備分) 

令和５年 

(2023 年)度末 

の目標 

整備済数 人数 整備数 人数 整備数 人数 

志賀 

ブロック 

小松、木戸 1 24 

1 29 17 454 

和邇、小野 1 25 

北部 

ブロック 

葛川、伊香立、真野、真野北 1 29 

堅田、仰木、仰木の里、仰木の里東 1 29 

中北部 

ブロック 

雄琴、日吉台、坂本 0 0 

下阪本、唐崎 1 29 

中部 

ブロック 

滋賀、山中比叡平 1 43 

藤尾、長等、逢坂、中央 2 58 

中南部 

ブロック 

平野、膳所 1 25 

富士見、晴嵐 1 24 

南部 

ブロック 

石山、南郷 1 29 

大石、田上 2 36 

東部 

ブロック 

上田上、青山 1 25 

瀬田、瀬田南 1 24 

瀬田北、瀬田東 1 25 

計 16 425 1 29 17 454 
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③ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症対応型共同生活介護は、15の日常生活圏域すべてに整備しましたが、認知症施

策を推進するうえで、高齢者人口あたりの整備数の少ない圏域を優先するなど考慮しな

がら、日常生活圏域を限定せずに令和３年（2021年）度に６ユニット54名、令和４年（2022

年）度に４ユニット36名の整備を進めます。 

なお、既存の事業所による定員増は、整備目標の範囲内で選考対象とします。 

また、既存建物の改修による小規模な事業所(１ユニット、９名以下の事業所)におけ

る施設の安全確保のための改築、移転等に伴う定員増については、同一日常生活圏域内

での一定の事業拡充に限り認めていきます。 

■認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の整備目標 

（単位：箇所、人） 

区  分 

令和２年 

(2020 年)度 

第８期計画期間 

(新規整備分) 

令和５年 

(2023 年)度末 

の目標 

整備済数 定員 
令和３年度 令和４年度 

定員 
定員 定員 

志賀 

ブロック 

小松、木戸 1 9 

54 36 810 

和邇、小野 1 18 

北部 

ブロック 

葛川、伊香立、真野、真野北  3 54 

堅田、仰木、仰木の里、仰木の里東 4 81 

中北部 

ブロック 

雄琴、日吉台、坂本 2 36 

下阪本、唐崎 4 72 

中部 

ブロック 

滋賀、山中比叡平 3 54 

藤尾、長等、逢坂、中央 3 54 

中南部 

ブロック 

平野、膳所 3 54 

富士見、晴嵐 3 36 

南部 

ブロック 

石山、南郷 2 36 

大石、田上 6 99 

東部 

ブロック 

上田上、青山 1 18 

瀬田、瀬田南 2 36 

瀬田北、瀬田東 4 63 

計 42 720 54 36 810 

※令和２年（2020 年）度は第７期計画期間内の整備事業者選考済み分を含む。 

※各年度の整備目標の定員数に達しない場合は翌年度に繰り越す。 
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④ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、令和３年（2021年）度に２施設58名、

令和４年（2022年）度に１施設29名の整備を目標とします。 

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の整備目標 

（単位：箇所、人） 

区  分 

令和２年 

(2020 年)度 

第８期計画期間 

(新規整備分) 

令和５年 

(2023 年)度末 

の目標 

整備済数 人数 
令和３年度 令和４年度 

整備数 人数 
整備数 人数 整備数 人数 

地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護 
4 116 2 58 1 29 7 203 

※令和２年（2020 年）度は第７期計画期間内の整備事業者選考済み分を含む。 

 

⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、地域を限定せずに市内２か所の整備を目標と

します。 

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備目標 

（単位：箇所） 

区  分 

令和２年 

(2020 年)度 

第８期計画期間 

(新規整備分) 

令和５年 

(2023 年)度末 

の目標 

整備済数 整備数 整備数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 2 3 

※令和２年（2020 年）度は第７期計画期間内の整備事業者選考済み分を含む。 

 

⑥ 看護小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護は、地域を限定せずに市内２か所の整備を目標とします。 

また、機能を併せ持つことになる既存の小規模多機能型居宅介護事業所からの転換に

ついては、検討のうえ認めていきます。 

■看護小規模多機能型居宅介護の整備目標 

（単位：箇所、人） 

区  分 

令和２年 

(2020 年)度 

第８期計画期間 

(新規整備分) 

令和５年 

(2023 年)度末 

の目標 

整備済数 人数 整備数 人数 整備数 人数 

看護小規模多機能型居宅介護 3 87 2 58 5 145 

※令和２年（2020 年）度は第７期計画期間内の整備事業者選考済み分を含む。 
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⑦ 夜間対応型訪問介護 

夜間対応型訪問介護は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と類似したサービスが提

供されますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を優先して整備していくことから、

このサービスの整備は行いません。 

 

⑧ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護は、第７期計画と同様に、待機者の多い介護老人

福祉施設の整備に重点化することとし、住宅型有料老人ホームから介護付き有料老人

ホームへの転換及び新規開設による整備は行いません。 

 

 

（２）入所・居住系施設サービスの整備目標 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、180名の定員増を整備の目標とします。既

存施設の増築による増床も対象とします。また、ユニット型個室・従来型個室・多床室の整

備も認めていくこととします。 

なお、第７期計画において認めた併設ショートステイの転換については認めません。 

介護老人保健施設及び介護医療院は、介護療養型医療施設からの転換分のみ検討します。 

特定施設入居者生活介護の整備は行いません。 

■入所・居住系施設サービスの整備目標 

（単位：人） 

区  分 
令和２年 

(2020 年)度 

第８期計画期間 

(新規整備分) 

令和５年 

(2023 年)度末 

の目標 

①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム） 1,384 180 1,564 

②介護老人保健施設 449 0 449 

③介護医療院 0 0 0 

④介護療養型医療施設 27 0 （注）27 

⑤特定施設入居者生活介護 835 0 835 

※令和２年（2020 年）度は第７期計画期間内の整備事業者選考済み分を含む。 

(注) 介護療養型医療施設については、令和５年（2023 年）度末で設置期限の経過措置期間が終了となるため、 

介護医療院等に転換が見込まれる。 
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（３）その他、整備にあたって留意する事項 

① 保健医療計画との整合 

在宅療養体制の整備は、滋賀県地域医療構想を含む第７次滋賀県保健医療計画も踏ま

え、「おおつ保健医療プラン2019（第３期大津市保健医療基本計画）」（計画期間：2019年

度から2024年度まで）において整合性を図ります。 

 

② 障害福祉の共生型サービスとの整合 

障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくす

るという観点や、福祉に携わる人材に限りがある中で、地域の実情に合わせて、人材を

うまく活用しながら適切にサービス提供を行うことができる共生型サービスは、新たに

指定を受けようとする事業者と個別に協議していきます。 
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２ 介護サービス・介護予防サービスの実績と見込み 

平成30年（2018年）度、令和元年（2019年）度の受給者の実績、令和２年（2020年）度の

見込み及び介護保険サービスの整備方針に基づく、令和３年（2021年）度から令和５年（2023

年）度までの介護給付の受給者数とそれに基づく給付費を次のとおり推計します。 

 

（１）居宅サービスの利用量の推計 

① 居宅サービスの受給者数（延人数） 

（単位：人） 

サービスの種類 

第７期 第８期 

実績 見込 見込 

平成 30 年 

(2018 年)度 

令和元年 

(2019 年)度 

令和２年 

(2020 年)度 

令和３年 

(2021 年)度 

令和４年 

(2022 年)度 

令和５年 

(2023 年)度 

①訪問介護 41,076 42,377 46,149 48,872 50,433 50,958 

②訪問入浴介護 2,037 2,244 2,227 2,227 2,227 2,227 

③訪問看護 13,637 14,902 16,753 18,349 20,905 23,434 

④訪問リハビリテーション 5,264 5,464 5,716 5,904 6,479 7,011 

⑤居宅療養管理指導 36,838 40,360 43,785 48,159 51,788 54,660 

⑥通所介護 36,351 36,519 37,344 37,818 39,118 39,818 

⑦通所リハビリテーション 12,415 12,567 12,720 12,739 13,049 13,366 

⑧短期入所生活介護 12,192 11,356 10,707 10,707 10,707 10,707 

⑨短期入所療養介護 2,174 2,277 2,506 2,506 2,506 2,506 

⑩特定施設入居者生活介護 4,366 4,349 4,441 4,535 4,631 4,730 

⑪福祉用具貸与 63,051 64,850 69,743 69,980 72,353 73,396 

⑫特定福祉用具購入 858 887 917 989 1,039 1,103 

⑬住宅改修費 824 766 719 775 820 855 

⑭居宅介護支援 87,397 89,013 94,170 95,196 98,478 100,539 
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② 介護予防サービスの受給者数（延人数） 

（単位：人） 

サービスの種類 

第７期 第８期 

実績 見込 見込 

平成 30 年 

(2018 年)度 

令和元年 

(2019 年)度 

令和２年 

(2020 年)度 

令和３年 

(2021 年)度 

令和４年 

(2022 年)度 

令和５年 

(2023 年)度 

①介護予防訪問介護 21 0 0 0 0 0 

②介護予防訪問入浴介護 0 15 17 17 17 17 

③介護予防訪問看護 1,598 2,017 2,480 2,973 3,706 4,545 

④介護予防訪問リハビリテーション 941 1,138 1,376 1,596 1,917 2,271 

⑤介護予防居宅療養管理指導 1,569 1,911 2,359 2,777 3,129 3,550 

⑥介護予防通所介護 23 0 0 0 0 0 

⑦介護予防通所リハビリテーション 5,107 6,020 7,100 8,126 9,300 10,643 

⑧介護予防短期入所生活介護 283 265 214 214 214 214 

⑨介護予防短期入所療養介護 42 48 58 58 58 58 

⑩介護予防特定施設入居者生活介護 600 674 761 761 761 761 

⑪介護予防福祉用具貸与 20,077 22,060 24,601 25,440 26,347 27,246 

⑫特定介護予防福祉用具購入 455 463 498 558 583 608 

⑬介護予防住宅改修費 664 686 631 722 746 769 

⑭介護予防支援 24,047 26,626 27,862 29,574 30,606 31,688 
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（２）地域密着型サービスの利用量の推計 

① 地域密着型サービスの受給者数（延人数） 

（単位：人） 

サービスの種類 

第７期 第８期 

実績 見込 見込 

平成 30 年 

(2018 年)度 

令和元年 

(2019 年)度 

令和２年 

(2020 年)度 

令和３年 

(2021 年)度 

令和４年 

(2022 年)度 

令和５年 

(2023 年)度 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護  29 30 31 82 1,227 1,296 

②夜間対応型訪問介護 17 46 55 55 55 55 

③認知症対応型通所介護 2,219 2,173 2,253 2,253 2,481 2,502 

④地域密着型通所介護 23,687 25,312 26,071 26,730 27,889 28,692 

⑤小規模多機能型居宅介護 3,470 3,305 3,425 3,656 3,946 4,311 

⑥認知症対応型共同生活介護 7,628 7,699 7,989 8,267 8,711 9,286 

⑦地域密着型特定施設入居者生活介護  0 0 0 0 0 0 

⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 731 711 757 1,442 1,504 2,189 

⑨看護小規模多機能型居宅介護 316 312 322 371 1,041 1,388 

 

② 地域密着型介護予防サービスの受給者数（延人数） 

（単位：人） 

サービスの種類 

第７期 第８期 

実績 見込 見込 

平成 30 年 

(2018 年)度 

令和元年 

(2019 年)度 

令和２年 

(2020 年)度 

令和３年 

(2021 年)度 

令和４年 

(2022 年)度 

令和５年 

(2023 年)度 

①介護予防認知症対応型通所介護 11 6 5 5 5 5 

②介護予防小規模多機能型居宅介護 215 277 291 298 314 323 

③介護予防認知症対応型共同生活介護 0 5 5 5 5 5 

 

（３）施設サービスの利用量の推計 

① 施設サービスの受給者数（延人数） 

（単位：人） 

サービスの種類 

第７期 第８期 

実績 見込 見込 

平成 30 年 

(2018 年)度 

令和元年 

(2019 年)度 

令和２年 

(2020 年)度 

令和３年 

(2021 年)度 

令和４年 

(2022 年)度 

令和５年 

(2023 年)度 

①介護老人福祉施設 14,997 15,729 15,865 16,095 17,243 19,309 

②介護老人保健施設 5,702 5,774 6,219 6,219 6,219 6,219 

③介護療養型医療施設 1,988 1,176 347 347 347 347 

④介護医療院 29 760 1,996 1,996 1,996 1,996 
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（４）介護給付サービスの給付費の推計 

（単位：千円） 

サービスの種類 

第７期 第８期 

実績 見込 見込 

平成 30 年 

(2018 年)度 

令和元年 

(2019 年)度 

令和２年 

(2020 年)度 

令和３年 

(2021 年)度 

令和４年 

(2022 年)度 

令和５年 

(2023 年)度 

居宅サービス 

①訪問介護 2,465,130 2,684,566 2,923,492 3,116,735 3,216,338 3,249,789 

②訪問入浴介護 134,534 145,730 144,633 145,602 145,602 145,602 

③訪問看護 559,265 621,775 698,987 770,723 878,105 984,306 

④訪問リハビリテーション 159,509 168,597 176,387 183,387 201,262 217,792 

⑤居宅療養管理指導 255,828 274,303 297,582 329,500 354,329 373,980 

⑥通所介護 2,543,639 2,601,994 2,660,798 2,712,622 2,805,838 2,856,034 

⑦通所リハビリテーション 785,320 779,924 789,439 795,914 815,258 835,073 

⑧短期入所生活介護 931,584 838,801 790,885 796,184 796,184 796,184 

⑨短期入所療養介護 188,097 202,369 222,709 224,201 224,201 224,201 

⑩特定施設入居者生活介護 839,046 854,769 872,890 897,366 916,391 935,818 

⑪福祉用具貸与 880,660 913,881 982,830 992,786 1,026,442 1,041,248 

⑫特定福祉用具購入 24,675 25,269 26,123 28,354 29,796 31,626 

⑬住宅改修費 62,054 58,000 54,464 59,087 62,530 65,190 

⑭居宅介護支援 1,266,565 1,295,523 1,370,576 1,394,791 1,442,886 1,473,087 

地域密着型サービス 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護  4,529 3,263 3,359 8,942 134,352 141,953 

②夜間対応型訪問介護 1,800 5,730 6,821 6,867 6,867 6,867 

③認知症対応型通所介護 227,378 228,200 236,615 238,200 262,319 264,511 

④地域密着型通所介護 1,610,728 1,705,359 1,756,520 1,812,944 1,891,581 1,946,012 

⑤小規模多機能型居宅介護 706,885 672,688 697,174 749,114 808,489 883,334 

⑥認知症対応型共同生活介護 1,947,794 2,004,511 2,079,915 2,166,695 2,283,247 2,433,793 

⑦地域密着型特定施設入居者生活介護  0 0 0 0 0 0 

⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 181,077 182,768 194,639 373,211 389,326 566,594 

⑨看護小規模多機能型居宅介護 75,813 74,240 76,583 88,764 249,359 332,568 

施設サービス 

①介護老人福祉施設 3,843,737 4,041,174 4,196,237 4,285,479 4,591,113 5,141,255 

②介護老人保健施設 1,517,225 1,569,874 1,690,923 1,702,252 1,702,252 1,702,252 

③介護療養型医療施設 719,123 431,093 127,042 127,893 127,893 127,893 

④介護医療院 10,778 304,980 800,802 806,167 806,167 806,167 
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（５）予防給付サービスの給付費の推計 

（単位：千円） 

サービスの種類 

第７期 第８期 

実績 見込 見込 

平成 30 年 

(2018 年)度 

令和元年 

(2019 年)度 

令和２年 

(2020 年)度 

令和３年 

(2021 年)度 

令和４年 

(2022 年)度 

令和５年 

(2023 年)度 

介護予防サービス 

①介護予防訪問介護 218 0 0 0 0 0 

②介護予防訪問入浴介護 0 524 600 604 604 604 

③介護予防訪問看護 48,067 58,361 71,766 86,590 107,950 132,398 

④介護予防訪問リハビリテーション 25,694 33,280 40,240 46,991 56,449 66,870 

⑤介護予防居宅療養管理指導 8,764 11,234 13,868 16,432 18,517 21,010 

⑥介護予防通所介護 171 0 0 0 0 0 

⑦介護予防通所リハビリテーション 176,057 209,776 247,650 285,325 326,544 373,717 

⑧介護予防短期入所生活介護 9,244 8,796 7,119 7,167 7,167 7,167 

⑨介護予防短期入所療養介護 1,653 1,692 2,039 2,053 2,053 2,053 

⑩介護予防特定施設入居者生活介護 44,995 51,391 58,021 58,410 58,410 58,410 

⑪介護予防福祉用具貸与 118,402 131,800 146,982 153,009 158,465 163,873 

⑫特定介護予防福祉用具購入 10,111 11,236 12,088 13,626 14,239 14,852 

⑬介護予防住宅改修費 55,043 56,017 51,496 59,391 61,307 63,223 

⑭介護予防支援 113,040 125,334 131,150 140,142 145,034 150,160 

地域密着型介護予防サービス 

①介護予防認知症対応型通所介護 349 132 100 101 101 101 

②介護予防小規模多機能型居宅介護 13,788 17,830 18,721 19,312 20,331 20,921 

③介護予防認知症対応型共同生活介護 0 1,194 1,253 1,261 1,261 1,261 

 

（６）総給付費（介護給付費・予防給付費）の推計 

（単位：千円） 

区  分 

第７期 第８期 

実績 見込 見込 

平成 30 年 

(2018 年)度 

令和元年 

(2019 年)度 

令和２年 

(2020 年)度 

令和３年 

(2021 年)度 

令和４年 

(2022 年)度 

令和５年 

(2023 年)度 

総給付費 

（介護給付費・予防給付費） 
22,568,368 23,407,980 24,681,518 25,704,194 27,146,559 28,659,749 

増加率 

（平成 30 年（2018 年）度実績に対する割合）  
100.0% 103.7％ 109.4% 113.9％ 120.3％ 127.0％ 
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３ 地域支援事業の見込み 

（１）地域支援事業の費用額推計 

地域支援事業は、要介護等状態にならないよう介護予防を推進し、地域における包括的・

継続的なマネジメント機能を強化する観点から市町村が実施する事業です。 

令和３年（2021年）度から令和５年（2023年）度までの地域支援事業の費用額の見込みは

次のとおりです。なお、地域支援事業の実施に当たっては、個人情報の取り扱いに配慮し

つつ、関連データの活用促進を図ります。 

（単位：千円） 

区  分 

第７期 第８期 

実績 見込 見込 

平成 30 年 

(2018 年)度 

令和元年 

(2019 年)度 

令和２年 

(2020 年)度 

令和３年 

(2021 年)度 

令和４年 

(2022 年)度 

令和５年 

(2023 年)度 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防・日常生活支援総合事業 921,955 945,653 950,500 992,232 1,042,379 1,093,279 

包括的支援事業・任意事業 512,668 542,973 585,843 623,339 667,706 689,803 

計 1,434,623 1,488,626 1,536,343 1,615,571 1,710,085 1,783,082 

増加率（平成 30 年（2018 年）

度実績に対する割合） 
100.0% 103.8％ 107.1% 112.6％ 119.2％ 124.3％ 

 

（２）地域支援事業の内容 

介護予防・日常生活支援総合事業 

○介護予防・生活支援サービス事業 

・訪問型サービス   ・通所型サービス 

・生活支援サービス   ・介護予防支援事業 

○一般介護予防事業 

・介護予防普及啓発事業  ・地域介護予防活動支援事業 

・一般介護予防事業評価事業  ・地域リハビリテーション活動支援事業 

包括的支援事業 

あんしん長寿相談所によって、地域の高齢者の実態把握、介護サービス以外の生活支援サービ
スとの調整、支援困難な事例への対応等を行う。加えて、医療介護連携や認知症対策についても
実施する。 

・介護予防ケアマネジメント業務 ・総合相談支援業務 

・権利擁護業務   ・包括的、継続的マネジメント支援業務 

・在宅医療、介護連携の推進  ・認知症施策の推進 

・生活支援サービスの体制整備  ・地域ケア会議 

任意事業（地域の実情に応じた多様な支援事業） 

・介護給付等費用適正化事業  ・成年後見制度利用支援事業 

・住宅改修支援事業   ・紙おむつ給付事業 

・「食」の自立支援事業  ・介護相談員派遣事業 

・家族介護支援事業   ・認知症サポーター養成事業 
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４ 介護保険料 

（１）第１号被保険者の介護保険料 

第８期計画における保険給付費及び地域支援事業費の推計に基づく第１号被保険者の保

険料基準額を次のとおり算定します。 

《歳入》                                 （単位：千円） 

科  目 
令和３年 

（2021 年）度 

令和４年 

（2022 年）度 

令和５年 

（2023 年）度 
合計 

国庫負担金 
（介護） 4,999,586 5,285,818 5,595,130 15,880,534 

（地域支援事業） 471,770 500,044 519,980 1,491,794 

県負担金 
（介護） 3,804,913 4,008,759 4,255,140 12,068,812 

（地域支援事業） 244,021 258,830 269,446 772,297 

支払基金交付金 
（介護） 7,314,508 7,721,649 8,183,301 23,219,458 

（地域支援事業） 267,902 281,442 295,185 844,529 

国庫調整交付金 910,249 946,617 991,088 2,847,954 

介護給付費準備基金繰入金 45,823 147,641 180,709 374,173 

一般会計繰入金 3,630,367 3,833,667 4,058,011 11,522,045 

介護保険料 7,017,203 7,324,319 7,743,617 22,085,139 

計 28,706,342 30,308,786 32,091,607 91,106,735 

《歳出》                                 （単位：千円） 

科  目 
令和３年 

（2021 年）度 

令和４年 

（2022 年）度 

令和５年 

（2023 年）度 
合計 

総給付費（介護給付費・予防給付費） 25,704,194 27,146,559 28,659,749 81,510,502 

特定入所者介護サービス費等 539,652 520,445 611,699 1,671,796 

高額介護サービス費等 710,660 785,031 878,264 2,373,955 

高額医療合算介護サービス費等 104,388 114,034 125,409 343,831 

審査支払手数料 31,877 32,632 33,404 97,913 

地域支援事業費 1,615,571 1,710,085 1,783,082 5,108,738 

計 28,706,342 30,308,786 32,091,607 91,106,735 

 

【保険料算定式（１人あたり基準額）】 

・保険料必要額 22,085,139 千円 

・被保険者数（３年計所得段階別加入割合補正後）  291,867 人 

・収納率 99.3％ 

・保険料算定式 22,085,139 千円÷291,867 人÷99.3％≒76,200円 
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（２）所得段階別保険料 

第８期計画における介護保険料は次のとおりです。 
 

（単位：円） 

所得段階 算定基準 保険料年額 
保険料 

月額換算 

第１段階 

・生活保護受給者 

・市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 

・市民税非課税世帯、かつ本人の合計所得金額 

＋課税年金収入額が 80 万円以下 

基準額

×0.3 

（0.5） 

22,860 

（38,100） 

1,905 

（3,175） 

第２段階 
市民税非課税世帯、かつ本人の合計所得金額 

＋課税年金収入額が 120 万円以下 

基準額

×0.5 

（0.75） 

38,100 

（57,150） 

3,175 

（4,762） 

第３段階 
市民税非課税世帯、かつ本人の合計所得金額 

＋課税年金収入額が 120 万円超 

基準額

×0.7 

（0.75） 

53,340 

（57,150） 

4,445 

（4,762） 

第４段階 
本人市民税非課税、市民税課税世帯で本人の 

合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下 

基準額

×0.8 
60,960 5,080 

第５段階 
本人市民税非課税、市民税課税世帯で本人の 

合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円超 
基準額 76,200 6,350 

第６段階 
本人市民税課税で本人の合計所得金額が 

100 万円未満 

基準額

×1.13 
86,106 7,175 

第７段階 
本人市民税課税で本人の合計所得金額が 

100 万円以上 125 万円未満 

基準額

×1.2 
91,440 7,620 

第８段階 
本人市民税課税で本人の合計所得金額が 

125 万円以上 200 万円未満 

基準額

×1.35 
102,870 8,572 

第９段階 
本人市民税課税で本人の合計所得金額が 

200 万円以上 350 万円未満 

基準額

×1.55 
118,110 9,842 

第 10 段階 
本人市民税課税で本人の合計所得金額が 

350 万円以上 500 万円未満 

基準額

×1.75 
133,350 11,112 

第 11 段階 
本人市民税課税で本人の合計所得金額が 

500 万円以上 750 万円未満 

基準額

×2.0 
152,400 12,700 

第 12 段階 
本人市民税課税で本人の合計所得金額が 

750 万円以上 1,000 万円未満 

基準額

×2.2 
167,640 13,970 

第 13 段階 
本人市民税課税で本人の合計所得金額が 

1,000 万円以上 

基準額

×2.3 
175,260 14,605 

＊第１段階から第３段階は低所得者向け保険料軽減措置適用後の額です。なお、（ ）内が保険料軽減措置適用

前の率及び額です。 
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（３）保険給付及び地域支援事業に要する費用の負担割合 

介護保険制度では、原則、保険給付に要する費用の約半分を公費で負担し、残りを第１

号被保険者、第２号被保険者からの保険料で負担する仕組みとなっています。ただし、地

域支援事業（包括的支援事業・任意事業）は第２号被保険者の負担はありません。 

全国における第２号被保険者の負担割合は、３年ごとに政令で定められ、令和３年度か

らの第８期計画期間においては27.0％となります。第１号被保険者の負担割合は、国・県・

市の公費負担が50.0％（地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）を除く。）である場合

には23.0％となります。 

【標準的な保険給付費の財源構成】 

 

 

 

第1号保険料

（65歳以上）

23.0%

第2号保険料

（40～64歳）

27.0%市負担

12.5%

県負担

12.5%

国負担

20.0%

調整交付金（国）

5.0%

保険給付費の負担割合

第1号保険料

（65歳以上）

23.0%

第2号保険料

（40～64歳）

27.0%
市負担

12.5%

県負担

17.5%

国負担

15.0%

調整交付金（国）

5.0%

介護保険施設及び特定施設入居者生活介護の施設等給付費

の負担割合

第1号保険料

（65歳以上）

23.0%

第2号保険料

（40～64歳）

27.0%市負担

12.5%

県負担

12.5%

国負担

20.0%

調整交付金（国）

5.0%

保険給付費の負担割合

第1号保険料

（65歳以上）

23.0%

第2号保険料

（40～64歳）

27.0%
市負担

12.5%

県負担

17.5%

国負担

15.0%

調整交付金（国）

5.0%

介護保険施設及び特定施設入居者生活介護の施設等給付費

の負担割合

第1号保険料

（65歳以上）

23.0%

市負担

19.25%

県負担

19.25%

国負担

38.5%

地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）の負担割合

第1号保険料

（65歳以上）

23.0%

第2号保険料

（40～64歳）

27.0%
市負担

12.5%

県負担

12.5%

国負担

25.0%

地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の負担割合

※ 国の負担割合のうち５％は「調整交付金」とされており、第１号被保険者の年齢階級別の分布状況や所得の

分布状況等を勘案して保険者ごとに増減して交付されます。この調整交付金が５％から減額され交付された

場合は、その減額分を第１号被保険者の負担割合23.0％に加算して保険料をご負担いただくことになります。 

※ ※ 

※ 

地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 
の負担割合 

地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）の負担割合 
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５ 介護給付等適正化への取組と目標 

「第５期大津市介護給付適正化計画」(抜粋) 

（１）基本的な考え方 

介護サービスを必要とする者が真に必要とする過不足のないサービスを事業者が適切に

提供するように促す介護給付の適正化は必要不可欠であり、第８期計画においても適切な

サービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、

持続可能な介護保険制度の構築に資するため、介護給付適正化への取組及び目標を定めま

す。 

 

（２）計画期間 

第８期介護保険事業計画の期間である、令和３年（2021年）度から令和５年（2023年）度

までの期間とします。 

 

（３）取組方針及び目標 

① 要介護認定の適正化 

委託により実施された調査票の事後点検を行い、適正な認定を行うとともに調査事業

所への適正化研修を実施することにより調査技術の適正化を図ります。 

 

② ケアプランの点検 

国保連合会システムより提供される各種帳票を用いて、居宅介護支援事業所に対しケ

アプラン点検を実施することにより、ケアプランの内容確認を行うとともに、ケアマネ

ジャーへの聞き取り調査を実施することで、適切なケアマネジメントの重要性の再認識

を促し、ケアプランの資質向上及びケアマネジャーの適正給付の意識づけにつなげます。 

 

③ 住宅改修等の点検 

住宅改修、福祉用具の事前申請時、完了時における図面、見積書、写真等による調査及

び完了後の現地調査を実施することにより不適切な支給の未然防止を図ります。 

 

④ 縦覧点検・医療情報との突合 

医療情報との突合・縦覧点検を国保連合会へ委託し、介護サービス種別間及び医療給

付と介護給付の請求について点検を実施することにより、重複請求の排除等を図ります。 
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⑤ 介護給付費通知 

介護保険サービスを利用した受給者に対し介護給付費通知書を発送することにより、

受給者のサービス利用状況及び自己負担額についての認識を高め、事業所の不正請求の

抑制を図ります。 

 

《目標（主なもの）》 

取組方針 実施目標 
令和３年 

（2021 年）度 

令和４年 

（2022 年）度 

令和５年 

（2023 年）度 

要介護認定の適正化 調査票の点検 100％ 100％ 100％ 

ケアプランの点検 ケアプラン点検 100 件 100 件 100 件 

住宅改修等の点検 現地確認等実態調査の実施 45 件 45 件 45 件 

縦覧点検・医療情報との突合 国保連への委託による点検 100％ 100％ 100％ 

介護給付費通知 給付費通知説明文書の同封 1 回 1 回 1 回 

資料：介護保険課 
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１ 大津市社会福祉審議会条例（抜粋） 

平成20年12月22日 

条例第51号 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、大

津市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、法第７条第１項に定めるもののほか、法第12条第１項の規定に基づき、児童福

祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議する。 

２ 前項の児童福祉に関する事項には、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成18年法律第77号）第25条に規定する事項及び子ども・子育て支援法（平成24

年法律第65号）第77条第１項各号に掲げる事務に関する事項を含むものとする。この場合におい

て、これらの事項を調査審議する児童福祉専門分科会は、これらの規定に規定する合議制の機関

とする。 

３ 教育委員会は、その権限に属する子ども・子育て支援法第77条第１項第３号及び第４号に掲げ

る事務に関する事項について、前項の児童福祉専門分科会に意見を聴くことができる。 

（委員の定数等） 

第３条 審議会は、委員50人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、法第９条第１項に規定する臨時委員の任期は、当該特別の

事項に関する調査審議が終了するまでとする。 

３ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（副委員長） 

第４条 審議会に副委員長を置く。 

２ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、委員の４分の１以上の者が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、会議を

招集しなければならない。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 法第９条第１項の特別の事項について会議を開き、議決をする場合における前２項の規定の適

用については、臨時委員は、委員とみなす。 

（審査部会の委員等の報酬） 

第６条 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第３条第１項の規定により身体障害者福祉専門

分科会に設ける審査部会に属する委員及び臨時委員が当該審査部会の職務に従事した場合におけ

る報酬の額は、大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例（昭和31年条

例第19号）大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第20号）

の規定にかかわらず、日額14,000円とする。 
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（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、福祉子ども部（専門分科会にあっては、その審議事項を所管する部）にお

いて処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 
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２ 大津市社会福祉審議会規則（抜粋） 

平成 21 年２月 17 日 

規則第 48 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大津市社会福祉審議会条例（平成20年条例第51号。以下「条例」という。）第

８条の規定に基づき、大津市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（専門分科会の設置等） 

第２条 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第11条第２項の規定により設置す

る専門分科会及び当該専門分科会において調査審議する事項は、次のとおりとする。 

（１） 高齢者福祉専門分科会 高齢者の福祉に関する事項 

（２） 地域福祉専門分科会 地域福祉に関する事項 

２ 前項の規定にかかわらず、審議会は、必要に応じ、臨時に、同項各号に掲げる以外の専門分科会

を設置することができる。 

３ 法第11条第１項の規定により設置する身体障害者福祉専門分科会は、障害者福祉専門分科会と

称するものとし、当該専門分科会においては、同項に規定する身体障害者の福祉に関する事項に

加え、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議する。 

４ 法第12条第２項において準用する法第11条第１項の規定により設置する児童福祉専門分科会に

おいては、法第12条第１項に規定する児童福祉に関する事項（条例第２条第２項の規定により当

該事項に含むものとされる就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成18年法律第77号）第25条に規定する事項及び子ども・子育て支援法（平成24年法律第65

号）第77条第１項各号に掲げる事務に関する事項を含む。）に加え、母子福祉及び母子保健に関す

る事項を調査審議する。 

（専門分科会の委員等） 

第３条 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が

指名する。 

２ 専門分科会に専門分科会長及び副専門分科会長を置く。 

３ 専門分科会長は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員（民生委員審査専門分科会にあっ

ては、委員。第５項、次条第２項及び第３項並びに第５条において同じ。）の互選によって定める。 

４ 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。 

５ 副専門分科会長は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員のうちから専門分科会長が指名

する。 

６ 副専門分科会長は、専門分科会長を補佐し、専門分科会長に事故があるとき又は専門分科会長

が欠けたときは、その職務を代理する。 

（専門分科会の会議等） 

第４条 専門分科会の会議は、専門分科会長が招集し、その議長となる。 

２ 専門分科会の会議は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、

開くことができない。 

３ 専門分科会の会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

第５条 専門分科会は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員全員の一致によりあらかじめ指

定する事項については、書面により決議することができる。 
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２ 前項の規定による決議は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同

数のときは、専門分科会長の決するところによる。 

第６条 審議会は、専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）において調査審議する事項につ

いて諮問を受けたときは、当該専門分科会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

（審査部会の名称及び調査審議事項） 

第７条 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号。以下「令」という。）第３条第１項の規定によ

り、同項の身体障害者福祉専門分科会に審査部会を置く。 

２ 前項の審査部会は、障害者福祉専門分科会審査部会と称するものとし、当該審査部会において

は、令第３条第１項に規定する身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議に加え、次に掲げ

る事項について調査審議する。 

（１） 身体障害者手帳の交付の申請に係る医師の指定及び指定の取消しに関する事項 

（２） 指定自立支援医療機関（精神通院医療に係るものを除く。）の指定及び指定の取消しに関す

る事項 

３ 第１項に規定するもののほか、次に掲げる事項について調査審議するため、児童福祉専門分科

会に審査部会を置く。 

（１） 家庭的保育事業等の認可に関する事項 

（２） 保育所の設置の認可に関する事項 

（３） 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条に規定す

る事項 

（４） 子ども・子育て支援法第77条第１項各号に掲げる事務に関する事項 

４ 前項の審査部会は、児童福祉専門分科会就学前教育・保育施設等審査部会と称する。 

（審査部会の委員等） 

第８条 審査部会（障害者福祉専門分科会審査部会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員は、専門

分科会長が指名する。 

２ 審査部会に審査部会長を置き、審査部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定め

る。 

３ 審査部会長は、審査部会の事務を掌理する。 

４ 審査部会長に事故があるとき又は審査部会長が欠けたときは、審査部会長があらかじめ指名す

る委員又は臨時委員がその職務を代理する。 

（審査部会の会議等） 

第９条 審査部会の会議は、審査部会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査部会の会議は、審査部会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、開くこと

ができない。 

３ 審査部会の会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

第10条 審査部会は、審査部会に属する委員及び臨時委員全員の一致によりあらかじめ指定する事

項については、書面により決議することができる。 

２ 審査部会は、前項の規定により指定する事項ごとに、当該事項に係る書面による決議に参加す

る委員及び臨時委員を指定することができる。 

３ 第１項の規定による決議は、その審査部会に属する委員及び臨時委員の過半数（前項の規定に

より決議に参加する委員及び臨時委員を指定したときは、その指定された委員及び臨時委員の過

半数）で決し、可否同数のときは、審査部会長の決するところによる。 
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第11条 審査部会（障害者福祉専門分科会審査部会に限る。）は、身体障害者の障害程度の審査につ

いては、当該審査部会に属する委員及び臨時委員全員の一致により、あらかじめ障害の種別ごと

に当該審査を行う委員及び臨時委員を指定することができる。 

２ 前項の場合においては、指定された委員及び臨時委員が決した内容をもって審査部会の決議と

する。 

第12条 令第３条第３項に定めるもののほか、審査部会において調査審議する事項について審議会

が諮問を受けたときは、当該審査部会の決議をもって審議会の決議とする。 

（その他） 

第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮っ

て定める。 
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３ 社会福祉法（抜粋） 

昭和 26 年３月 29 日 

法律第 45 号 

（目的） 

第１条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福

祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会

福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の

確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを

目的とする。 

（福祉サービスの基本的理念） 

第３条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身

ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

に支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する

地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下

「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構

成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会

が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世

帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護

状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育

に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービス

を必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上で

の各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行

う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意する

ものとする。 

（福祉サービスの提供の原則） 

第５条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、

利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、

かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行い

つつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

第６条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を

目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に

関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じな

ければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備そ

の他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に

当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携

に配慮するよう努めなければならない。 
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３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において第106条の４第２項に規定する

重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整

備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならな

い。 

（地方社会福祉審議会） 

第７条 社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）を調査審議す

るため、都道府県並びに地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下

「指定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という。）に社会福

祉に関する審議会その他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）を置くものとす

る。 

２ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮

問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。 

（委員） 

第８条 地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会

福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中

核市の長が任命する。 

（臨時委員） 

第９条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置く

ことができる。 

２ 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会

福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中

核市の長が任命する。 

（委員長） 

第10条 地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長１人を置く。委員長は、会務を総理する。 

（専門分科会） 

第11条 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委

員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門

分科会を置く。 

２ 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専

門分科会その他の専門分科会を置くことができる。 

（地方社会福祉審議会に関する特例） 

第12条 第７条第１項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定め

るところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議さ

せることができる。 

２ 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合において

は、前条第一項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉

専門分科会を置く」とする。 

（政令への委任） 

第13条 この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 
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４ 大津市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会委員名簿 

令和３年（2021 年）３月現在、敬称略、50 音順 

氏 名 所属団体等 

◎ 江 隅  定 雄 滋賀県老人福祉施設協議会 

大 塩  まゆみ 龍谷大学 

太 田  いく子 大津市地域女性団体連合会 

酒 井  久美子 京都ノートルダム女子大学 

○ 服 部  節 子 認知症の人と家族の会滋賀県支部 

浜 本    徹 大津市医師会 

福 田  正 彦 大津市民生委員児童委員協議会連合会 

福 本    有 大津市介護支援専門員協会 

山 口  寿津子 大津市社会福祉協議会 

山 森  進 剛 滋賀県淡海グループホーム協議会 

※◎：専門分科会 会長、○：専門分科会 副会長 
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５ 用語解説 

(１)介護保険サービスの種類 

居宅サービス／介護予防サービス 

訪問介護／介護予防訪問介護 

（ホームヘルプ） 

ホームヘルパーが居宅を訪問して入浴、排泄、食事等の身体介護

や、掃除、洗濯、調理等の生活援助、通院等のための乗降介助を

行うサービス。 

訪問入浴介護／介護予防訪問入

浴介護 

介護職員と看護職員が浴槽付車両で居宅を訪問して入浴の介護

を行うサービス。 

訪問看護／介護予防訪問看護 
看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を

行うサービス。 

訪問リハビリテーション／介護

予防訪問リハビリテーション 

理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、心身の機能維持、

回復のために必要なリハビリテーションを行うサービス。 

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、薬剤師等が居宅等を訪問して、療養上の管理や

指導を行うサービス。 

通所介護／介護予防通所介護 

（デイサービス） 

デイサービスセンター等に日帰りで通って、入浴や食事の提供や

機能訓練を受けるサービス。 

通所リハビリテーション／介護

予防通所リハビリテーション

（デイケア） 

介護老人保健施設や病院、診療所等に通い、理学療法や作業療法

等のリハビリテーション等を受けるサービス。 

短期入所生活介護／介護予防短

期入所生活介護 

（ショートステイ） 

介護老人福祉施設や短期入所施設等に短期間入所し、入浴、排泄、

食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受ける

サービス。 

短期入所療養介護／介護予防短

期入所療養介護 

（ショートステイ） 

介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所し、看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を受けるサービス。 

特定施設入居者生活介護／介護

予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム等に入所している要介護者や要支援者が、入浴、

排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を

受けるサービス。 

福祉用具貸与／介護予防福祉用

具貸与 

心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある居宅の要介

護者や要支援者が、日常生活上の便宜や機能訓練のために利用す

る福祉用具のうち、特殊ベッドや車いす等、厚生労働大臣が定め

るものの貸与を受けるサービス。 

特定福祉用具販売／特定介護予

防福祉用具販売 

福祉用具のうち、衛生上の理由から貸与にはふさわしくないもの

(腰掛便座、入浴補助用具等、厚生労働大臣が定めるもの)につい

て、それを購入する場合に介護保険から給付を受けるもの。 

住宅改修／介護予防住宅改修 

手すりの取り付け等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅で

行うとき、対象となる改修費（上限 20 万円）の７～９割が支給

される。 

居宅介護支援／介護予防支援 

ケアマネジャーが在宅の要介護者や要支援者の状況に応じて居

宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成し、計画に基づ

いたサービスが利用できるよう支援するもの。 
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地域密着型サービス／地域密着型介護予防サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護 

介護サービスと看護サービスが連携を図りつつ、日中、夜間を通

じて、「短時間の定期訪問」、「随時の対応」といった手段を適

宜適切に組み合わせて、１日複数回、「必要なタイミング」で「必

要な量と内容」のケアを一体的に提供するサービス。 

夜間対応型訪問介護 
夜間を含めた365日、24時間安心して生活が送れるよう、巡回や

通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けるサービス。 

認知症対応型通所介護／介護予

防認知症対応型通所介護 

（デイサービス） 

要介護者や要支援者であって認知症の状態にある人が、デイサー

ビスセンター等に日帰りで通って、食事の提供や機能訓練を受け

るサービス。 

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（デイサービス）」を中心として、要支援者や要介護者の

様態や希望に応じて「訪問（ホームヘルプ）」や「泊まり（ショー

トステイ）」を組み合わせて行うサービス。 

認知症対応型共同生活介護 

／介護予防認知症対応型共同生

活介護（グループホーム） 

要支援者（要支援２）や要介護者であって認知症の状態にある人

が、共同生活を営むべき住居（グループホーム）において、入浴、

排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受け

るサービス。 

地域密着型通所介護 

（デイサービス） 

定員18名以下のデイサービスセンターに日帰りで通って、入浴や

食事の提供や機能訓練を受けるサービス。 

地域密着型特定施設入居者生活

介護 

定員29名以下の地域密着型特定施設での入浴、排泄、食事等の介

護、日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス。 

地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護 

定員29名以下の地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム）で、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の世話や機能訓

練、健康管理と療養上の世話を受けるサービス。 

看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせによって、看護

と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い要介護

者への支援の充実を図るサービス。 

施設サービス  

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

入所している要介護者が、入浴、排泄、食事等の介護、相談、援

助、社会生活上の便宜の供与、その他日常生活上の世話や、機能

訓練、健康管理、療養上の世話を受ける施設。 

介護老人保健施設 

入所している要介護者が、看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を受ける

施設。施設では在宅生活への復帰を目指してサービスが提供され

る。 

介護療養型医療施設 

療養病床等を備えた病院又は診療所で、入所している要介護者

が、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の

世話及び機能訓練、その他必要な医療を受ける施設。 

介護医療院 

慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理

が必要な要介護者の受入れ」や「看取り、ターミナル」等の機能

と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設

として、介護保険法改正によって平成 30年（2018年）４月から

創設された。 
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（２）その他の用語 

あ 行  

ＩＡＤＬ 
排泄、食事、就寝等、日常生活の基本動作ＡＤＬ（日常生活動作）

に関連した、買い物、料理、掃除等の幅広い動作のことを言う。 

ＩＣＴ 
Information and Communication Technology（情報通信技術）の略

で、通信技術を活用したコミュニケーション。 

アドバンス・ケア・プラン 

ニング（ＡＣＰ） 

人生会議。人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家

族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合う取り組み。 

あんしん長寿相談所 
「地域包括支援センター」の項参照。本市では地域包括支援センター

を「あんしん長寿相談所」という愛称で呼んでいる。 

インフォーマルサービス 
近隣や地域社会、ＮＰＯ法人、ボランティア等が行う非公式的なサー

ビス。 

ＳＮＳ  
Social Networking Serviceの略で、人と人との交流を手助け・促進

するためのインターネット上のサービス。 

か 行  

介護休暇 
家族が病気や怪我、精神的な疾患などによって介護が必要な状態に

なった時、介護を行う労働者が取得できる休暇。 

介護給付 

要介護１～５を対象とした介護給付サービスについて、介護サービ

ス費の自己負担を除き、残りを介護保険事業特別会計から給付する

もの。 

介護相談員 

介護保険サービス利用者から介護サービスに関する苦情や不満等を

聞き、サービス提供者や行政と連携して、問題解決に向けた手助け

をする専門員。 

介護保険法 

高齢化に対応し、高齢者等を国民の共同連帯の下、支える仕組みと

して導入された介護保険制度について、その実施のために必要な事

項を定めた法律。平成９年（1997年）12月に公布、平成12年（2000

年）４月に施行された。 

介護マーク 

認知症の人への介護は、他の人からみると介護をしていることが分

かりにくいため、介護をする者が、介護中であることを周囲に理解

してもらう目印となるもの。 

介護予防 

高齢者が要支援、要介護状態になることをできる限り防ぐ（発生を

予防する）こと、要支援、要介護状態となっても、それ以上悪化し

ないようにする（維持改善を図る）こと。 

介護ロボット 

介護が必要な人と介護する人の支援ができる機械システムで、情報

を感知（センサー系）、判断（知能・制御系）し、動作する（駆動

系）という３つの要素技術を有する。 

機能強化型訪問看護ステー

ション 

在宅医療を推進するため、24時間対応、ターミナルケア、重症度の

高い患者の受け入れ、超重症児等の小児の訪問看護への積極的な取

り組み、介護保険の居宅介護支援事業所の設置等といった、機能の

高い訪問看護ステーションを実情に即して評価するため平成26年

（2014年）４月の診療報酬改定で新設された。 

協議体 

住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域での支え合

いの仕組み（生活支援体制整備）を作るために専門職や行政が側面

から支援しながら、住民が主体となって自分たちの地域づくりにつ

いて検討する集まり。 
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共生型サービス 
高齢者と障害者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介

護保険と障害福祉制度に新たに位置づけられたサービス。 

居宅介護支援事業所 

ケアマネジャーを配置し、居宅サービス計画、居宅サービス事業者

との連絡調整や介護保険施設への紹介等の居宅介護支援サービスを

行う事業所。 

ケアハウス 

（軽費老人ホーム） 

60歳以上で、家庭環境、住宅事情等の理由で、家庭で生活すること

が困難な者が入所できる施設。給食付と自炊型がある。 

ケアプラン 

要支援・要介護認定者や家族の希望を取り入れ、サービス担当者会

議で、専門家の協議により利用者のニーズと生活上の問題解決のた

めに必要な具体的なサービスに関する支援計画を指す。 

ケアマネジメント 

要支援・要介護認定者等のニーズを満たすため、介護サービス、地

域支援事業、保健福祉サービスや地域のボランティア活動等も含め

て調整し、総合的、一体的に提供されるようにするサービス提供の

マネジメント。 

ケアマネジャー 

（介護支援専門員） 

利用者の身体状態等に合わせ、ケアプランを作成するとともに、サー

ビス事業者等との調整や、ケアプラン作成後のサービス利用状況等

の管理を行う者。資格は、保健・医療・福祉サービスの従事者で一

定の実務経験を持つ者が、都道府県の行う試験に合格し、所定の実

務研修を修了することによって得られる。 

健康寿命 

ＷＨＯ（世界保健機関）によって提唱された新しい健康指標で「日

常生活に制限のない期間の平均」。日常生活動作が自立し、健康で

過ごせる期間のことを指す。 

権利擁護 

利用者に不利益がないように弁護、擁護することの総称。社会福祉

法においては、福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）、

苦情解決、運営適正化委員会等が規定されている。また民法では成

年後見制度が規定されている。 

高額介護サービス費 

所得等の状況により、介護サービス利用者に対して、サービス利用

料の自己負担額が一定額以上になったときは、超過分を保険給付か

ら支給する制度。 

高額医療合算介護サービス

費 

介護保険と医療保険を両方利用した際の、利用者負担額が所得段階

ごとに設定された世帯の上限額を超えたときは、超過分を保険給付

から支給する制度。 

合計所得金額 

年金、給与、事業、譲渡等の所得（損失の繰越控除適用前）を合算

した額で、各種所得控除（社会保険料控除、扶養控除等）をする前

の金額。ただし、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短

期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、これを控除した後の額。 

高齢化率 
総人口に占める65歳以上人口（高齢者人口）の割合。高齢者人口比

率ともいう。 

コーホート要因法 
年齢別人口の加齢に伴って生ずる年々の変化をその要因（死亡、出

生及び人口移動）ごとに計算して将来の人口を求める方法。 

さ 行  

在宅医療連携拠点 

在宅療養を支えるため、医師会、歯科医師会、薬剤師会を始め、訪

問看護ステーションや病院など関係機関と保健所、あんしん長寿相

談所の連携体制を構築する拠点。 

社会福祉協議会（社協） 
社会福祉法に基づく、地域福祉の推進を図ることを目的とした社会

福祉法人。都道府県、市区町村にそれぞれ組織されている。 



 

166 

社会福祉士 

専門的な知識と技術を持って、身体上あるいは精神上の障害、環境

上の理由により日常生活を営むのに支障がある者が、適切なサービ

スを受けることができるように相談、助言、援助、支援を行う。 

社会福祉法人 

特別養護老人ホームの運営等、社会福祉事業を行うことを目的とし

て社会福祉法の定めに基づき設立される公益法人の一種。活動に公

共性、非営利性を求められる点は他の公益法人等と同様だが、社会

福祉法人は継続・安定した事業運営ができるよう、より厳格な設立

運営要件が求められるとともに、公的な助成や税制面の優遇を受け

ている。 

主任ケアマネジャー 

（主任介護支援専門員） 

ケアマネジャーのうち、主任介護支援専門員研修を修了した者。保

健・医療・福祉サービスを提供する者との連携や、ケアマネジャー

に対する指導、助言等の活動を行う。 

重層的体制整備事業 

既存の介護、障害、子ども、生活困窮の相談支援等の取組を生かし

つつ、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な

支援体制を整備するための事業。 

シルバー人材センター 

健康で働く意欲を持つ定年退職者等の高年齢者の希望に応じた臨時

的、短期的な就業又は、その他の軽易な業務に関わる就業の機会を

確保し、提供することにより、生きがいの充実及び福祉の増進を図

り、活力ある地域づくりに寄与することを目的として設立した公共

的な法人。 

新型コロナウイルス感染症 

人に感染する７つ目の「コロナウイルス」として新たに見つかった

「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）」による感染症（COVID-19）

のこと。 

審査支払手数料 
事業者からの保険給付等の請求に関する審査、支払い事務に対する

各都道府県の国民健康保険団体連合会への手数料。 

生活支援コーディネーター 

地域支え合い推進員とも言う。地域の支え合いの活動を発掘したり、

新たな支え合いの担い手の養成をはじめ、活動の推進役を担う。第

１層は市全域、第２層は日常生活圏域を担う。 

生活習慣病 

これまで「加齢」という要素に着目して用いられてきた「成人病」

を生活習慣という要素に着目して捉え直し、再定義された概念。平

成８年（1996年）12月の公衆衛生審議会の意見具申において、「食

習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進

行に関与する疾患群」と定義された。 

成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が不十分な者

に、家庭裁判所で「成年後見人」等を選任することで、本人を支援

する制度。 

総合事業 

平成29年（2017年）度から、今まで介護保険の予防給付として実施

されていた訪問介護（ヘルパー）と通所介護（デイサービス）が予

防給付ではなく、地域支援事業として実施されることになった。サー

ビスの内容としては、現行型（予防給付相当のサービス）、Ａ型（基

準を緩和したもの）、Ｂ型（住民主体によるもの）、Ｃ型（短期集

中で実施するもの）等がある。 

た 行  

ターミナルケア 

病気や寿命で余命がわずかになった人に対して医療的・看護的・介

護的なケアをすること。精神的・身体的な苦痛やストレスなどを緩

和して、生活の質（ＱＯＬ）を保つことを目的としている。 
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地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を

超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源

が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生

きがい、地域をともに創っていく社会。 

地域支援事業 

被保険者が要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要

介護・要支援状態となった場合においても、可能な限り、地域にお

いて自立した日常生活を営むことができるように支援するために市

区町村が行う事業。 

地域福祉権利擁護事業 

認知症の症状が出はじめた高齢者等、判断能力が不十分な者に、適

切な福祉サービスの利用を援助したり、日常生活での金銭管理や重

要な書類・証書の預かりを行うシステム。 

地域包括ケアシステム 

高齢者のニーズに応じて「医療」「介護」「予防」「住まい」「生

活支援」を切れ目なく提供する体制を指す。取り組みとしては「医

療」は介護との連携強化、「介護」は介護サービスの充実強化、「予

防」は介護予防の推進、配食、買物等、多様な生活支援サービスの

確保や権利擁護等、「住まい」は高齢期になっても住み続けること

のできる住まいの整備、「生活支援」は見守り。 

地域包括ケア「見える化」 

システム 

厚生労働省が提供する、都道府県・市町村における介護保険事業（支

援）計画等の策定・実行を総合的に支援するための情報システム。 

地域包括支援センター 

地域において、①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援

業務、③包括的・継続的ケアマネジメント業務、④高齢者の権利擁

護・虐待対応、⑤地域づくり、⑥指定介護予防支援業務の機能を持

つ総合的なマネジメントを担う中核機関。 

地域密着型（介護予防） 

サービス 

住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な地域で提供されるこ

とが適当なサービス類型として、平成18年（2006年）度から創設さ

れたサービス。「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「夜間対応

型訪問介護」「認知症対応型通所介護」「地域密着型通所介護」「小

規模多機能型居宅介護」「認知症対応型共同生活介護」「地域密着

型特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護」「看護小規模多機能型居宅介護」「介護予防認知症対応

型通所介護」「介護予防小規模多機能型居宅介護」「介護予防認知

症対応型共同生活介護」を指し、保険者である市区町村が指定を行

う。 

地域連携クリティカルパス 

地域で切れ目のない医療サービスを提供するために、患者の視点に

立ち、疾病の回復過程に沿った一連のサービスを体系化し、道筋を

示すもの。滋賀県では保健所を中心とした検討会議の開催等、各地

域の状況に応じた地域連携クリティカルパスの作成が進められてい

る。 

チームオレンジ 
認知症の人やその家族の支援ニーズと、認知症サポーターを中心と

した支援とをつなぐ取組。 

特定入所者介護（介護予

防）サービス費 

所得等の状況により、要支援・要介護認定者が、施設サービス等を

利用した場合の食費・居住費等の負担を軽減するために支給される

介護給付。補足給付ともいう。 

な 行  

認知症 

脳の障害により記憶や判断力が低下し、日常生活に支障をきたして

いる状態のこと。代表的なものに、アルツハイマー型認知症・脳血

管性認知症・レビー小体型認知症・前頭側頭型認知症などがある。 
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地域認知症カフェ 
認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、

お互いを理解し合う場。 

認知症キャラバン・メイト 
認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催

し、講師役を務める人。 

認知症ケアパス 

認知症の人が認知症を発症した時から、認知症の症状に合わせて、

いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けることができ

るのか標準的に示したもの。 

認知症サポーター 
認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る地域の中

の応援者のこと。 

認知症サポート医 

独立行政法人国立長寿医療研究センターが行う、認知症サポート医

養成研修を修了し、かかりつけ医への助言等の支援を行うとともに、

専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる医

師。 

認知症施策推進大綱 

認知症施策推進関係閣僚会議において、令和元年（2019年）６月18

日にとりまとめられた。認知症の発症を遅らせ、認知症になっても

希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の

視点を重視しながら｢共生｣と｢予防｣を両輪として施策を推進してい

くことを基本的考え方としている。 

認知症初期集中支援チーム 

複数の専門家（専門医、医療介護の専門職）で構成し、認知症が疑

われる人や、認知症の人及びその家族を訪問し、課題分析や家族支

援を集中的（おおむね６か月）に行い、自立生活のサポートを行っ

たうえで本来の医療やケアに引き継いでいくチーム。 

認知症地域支援推進員 

医療・介護等の支援ネットワークの構築、認知症対応力向上のため

の支援、相談支援・支援体制の構築を目的に認知症の医療や介護の

専門知識及び経験を有する者。あんしん長寿相談所や認知症初期集

中支援チームと連携しながら、個別支援や啓発事業等に取り組む。 

は 行  

ハイリスクアプローチ 
検診等により疾患の発症リスクが把握された人に対して働きかけ、

リスクを軽減することによって、疾病を予防する方法。 

バリアフリー 

本来、住宅建築用語で使用するもので、障害者が社会生活をしてい

く上で障壁（バリア）となる段差を取り除くという意味。広くは障

害者の社会参加を困難にしている社会的、経済的、心理的なすべて

の障壁の除去という意味で用いられる。 

フレイル 
「健康な状態」と「介護が必要な状態」の中間の段階に位置し、高

齢期に心身の機能が低下してきた状態を指す。 

ふれあいサロン 

ひとり暮らしの高齢者等援助を要する人々と地域ボランティアが、

公民館や集会所等に定期的に集まり、レクリエーション等を通じて

ふれあいや交流を行う活動。 

訪問診療（在宅医療） 

病院への通院が困難な方や自宅での終末期療養を望む方、寝たきり

期の高齢者などを対象とし、医師や看護師が定期的に自宅を訪問し、

診察、治療、検査、投薬など一般的に病院で行われている医療サー

ビスを提供すること。 

保険給付費 

介護保険に関わるサービスの総費用から、利用者負担により賄われ

る部分を除いた、保険がまかなうべき費用。要介護の被保険者に対

する介護給付、要支援の被保険者に対する予防給付、条例により市

町村が独自に実施する市町村特別給付に区分される。 
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アプローチ 

対象を限定せず集団全体に健康づくりの情報やサービスを提供する

などの働きかけを行うことにより、集団全体のリスクを低い方に誘

導する方法。 

ま 行  

民生委員児童委員 

民生委員児童委員は、社会福祉の増進を任務とし、地域住民の実態

や福祉ニーズを日常的に把握するとともに、要配慮者への助言援助、

社会福祉施設への連絡協力を行う。民生委員法に基づき、市長が推

薦し、厚生労働大臣が委嘱する。行政協力という公共性を持つ一方、

地域のボランティアとしての自主性を持つ活動を行う。児童委員は、

児童の生活環境の改善、保健、福祉等、児童福祉に関する援助を行

う。児童福祉法により、厚生労働大臣により委嘱され民生委員児童

委員がこれを兼ねる。 

や 行  

ヤングケアラー 

年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、

大人が担うような家族の介護や世話をすることで、自らの育ちや教

育に影響を及ぼしている18歳未満の子ども。 

有料老人ホーム 

食事の提供その他、日常生活に必要な便宜を供与することを目的と

する施設であって、老人福祉施設(特別養護老人ホームや介護老人保

健施設等)でないもので、施設においてサービスを受けるものをい

う。経営主体は民間会社が主であり、介護等のサービスが付いた居

住施設である「介護付き有料老人ホーム」の他、「住宅型有料老人

ホーム」「健康型有料老人ホーム」がある。 

要支援認定者／要介護認定

者 

日常生活において、介護が必要な状態の軽減や悪化の防止のために

支援が必要な状態にある者（要支援者）や、常時介護を必要とする

状態にある者（要介護者）と認定された方で、要支援者は要支援１

と要支援２に、要介護者は要介護１から要介護５までに区分される。 

養護老人ホーム 
環境上の理由及び経済的理由により、在宅において養護を受けるこ

とが困難な、原則65歳以上の高齢者を対象にした入所施設。 

予防給付 

要支援１・２を対象とした介護予防サービスについて、介護サービ

ス費の自己負担を除き、残りを介護保険事業特別会計から給付する

もの。 

ら 行  

レセプト 

診療報酬明細書。患者が医療機関で健康保険を使って受診したとき

の患者の自己負担分以外の報酬を、医療機関が保険者に請求するた

めのもの。 

老人福祉法 

老人福祉の基本法として、老人の福祉に関する原理を明らかにする

とともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のた

めに必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的に、昭

和38年に制定された法律。 
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