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第４章第４章第４章第４章    計画の取組計画の取組計画の取組計画の取組    

１１１１    地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの構築構築構築構築    

（（（（１１１１））））地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのネットワークのケアシステムのネットワークのケアシステムのネットワークのケアシステムのネットワークの強化強化強化強化    

地域包括支援センターが中核となり、地域が抱える課題の解決に向け、包括的かつ継続

的な支援を行うため、関係機関が連携・協働する地域におけるネットワークを構築します。 
    

①地域包括支援センターの機能強化①地域包括支援センターの機能強化①地域包括支援センターの機能強化①地域包括支援センターの機能強化    

地域包括ケアシステムの核となる地域包括支援センターについては、事業の実施状況

の評価を行うとともに、評価結果に応じた適切な人員の確保を図る等、計画的な機能強

化を図ります。    
    

②地域包括ケア会議の充実②地域包括ケア会議の充実②地域包括ケア会議の充実②地域包括ケア会議の充実    

高齢者個人の生活課題に対して単に既存サービスを提供するだけでなく、その課題の

背景にある要因を会議において検討し、個人と環境に働きかけることによって自立支援

に向けたケアマネジメント支援を行います。 

また、これらの課題分析や支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や支援策を

明らかにし、地域の関係者による対応策を検討し、多職種協働による地域包括支援ネッ

トワークの構築や資源の発掘に取り組みます。 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

個別地域ケア会議

の実施 

「個別地域ケア会議」において、地域においてその人らしい自立した日

常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行い、その支援方

法を介護支援専門員や介護サービス事業者とも共有し、サービスの質

の向上を目指します。 

小地域ケア会議の

実施 

地域住民が主体となり、地域の課題を発見し、専門職、行政等ととも

にその解決を図っていく場である「小地域ケア会議」について、市内全域

（連合町内会 44 支部）での開催を目指して推進していきます。 
    

③地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実③地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実③地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実③地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実    

地域包括支援センター及びサブセンターにおいて、地域の身近な高齢者の総合相談窓

口として、必要に応じ家庭訪問を行い、介護保険制度、介護予防、権利擁護などの保健・

医療・福祉の総合的な相談や関係機関と連絡調整を行います。 
    

④広報・情報提供の充実④広報・情報提供の充実④広報・情報提供の充実④広報・情報提供の充実    

「広報つやま」や「津山市ホームページ」、｢津山市社会福祉協議会ホームページ｣との

連携、出前講座などを活用するほかに、高齢者に身近な地域包括支援センター、ケアマ

ネジャーを通じてきめ細やかな情報提供を行います。 

行政サービスの各窓口において、わかりやすい案内や説明、掲示物の工夫、老眼鏡の

設置等、高齢者が利用しやすい体制を整えます。また、市民への文書や行政刊行物の、

文字の大きさや表現、デザイン等、見易さ、わかりやすさに一層の配慮をします。 
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【津山市地域包括ケアシステム【津山市地域包括ケアシステム【津山市地域包括ケアシステム【津山市地域包括ケアシステム    イメージ図】イメージ図】イメージ図】イメージ図】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育・・・・地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり    ふれあいサロン 

こけない講座 

ふらっとカフェ 

ボランティア講座 

認知症サポ講座 

出前講座 

健康と福祉の 
まちづくり推進協議会 

町内会 民生委員・児童委員 

老人クラブ 

愛育委員・栄養委員 

日赤 

消防団 

ボランティアサークル 

ＮＰＯ 

小・中学校 
幼稚園・保育所 

児童クラブ 

支援を必要とする人 

共助 

自助 

近助 

地
域
地
域
地
域
地
域
のののの
課
題
課
題
課
題
課
題    

 

 

公助 

専門職支援 

 

 

 

 

地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター    
サブセンターサブセンターサブセンターサブセンター    

小地域ケア会議

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ支援支援支援支援センターセンターセンターセンター    

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会    

支部活動団体 

まちづくり協議会 

地域住民自治協議会など 

権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護センターセンターセンターセンター    

社会資源改善・開発 

活動評価 

早
期
発
見 

早
期
対
応 

個別地域ケア会議 

市関係部署、医療機関 

介護（予防）サービス事業所 

介護（予防）支援事業所 

地域包括支援センター 

地域 
住民 

地域 
住民 地域 

住民 

地域 
住民 

事 業 評 価 部事 業 評 価 部事 業 評 価 部事 業 評 価 部 会会会会    

地域地域地域地域システムシステムシステムシステム部部部部 会会会会    

親族 

※津山市では、地域ケア会議について、個別のケース検討を行うものを「個別地域ケア会議」、
市全体レベルで開催するものを「地域包括ケア会議」と表現しています。 

 

連携強化 

ワンストップワンストップワンストップワンストップ機能機能機能機能    

地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケア会議会議会議会議    

介護者の会 

その他当事者の会 

美作大学 

金融機関 

商店・スーパー 
津山警察署 

駐在所 

津山消防署 

郵便局 

薬局 

新聞配達業者 

移動販売業者 

駅・タクシー 

市関係部署市関係部署市関係部署市関係部署    

津山市医師会 

医療機関 

美作県民局 

美作保健所 

各種専門職 

介護保険施設 

居宅介護（予防） 

支援事業所 

介護（予防）サービス

事業所 

司法関係者 

福祉部会 

連携 

防犯・見守ボランティア 
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（（（（２２２２））））在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療・・・・介護連携介護連携介護連携介護連携のののの推進推進推進推進    

平成28年度より津山市医師会から事業を継承し、「津山市在宅医療・介護連携推進事業」

を実施し、「津山市在宅医療・介護連携推進協議会」を中心に、「情報共有システム検討部

会」「医療連携体制検討部会」「研修部会」「社会資源調査部会」「入退院支援ルール策定部

会」を立ち上げています。医療ニーズ及び介護ニーズを必要とする高齢者が、人生の最終

段階になっても、住み慣れた生活の場で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地

域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供

できる体制の充実を図ります。 
    

①在宅医療と介護の提供体制の構築推進①在宅医療と介護の提供体制の構築推進①在宅医療と介護の提供体制の構築推進①在宅医療と介護の提供体制の構築推進    

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提

供される体制の構築を目指した取組を検討します。検討した取組について、地域におけ

る医療・介護関係者の理解と協力を得て、実現に向けた進捗管理に努めます。    

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

地域の医療・介護

の資源の把握 

地域の医療機関、介護事業者等の住所、相談・連絡窓口、サービス

内容等を把握し、関係者同士が連携しやすいよう支援していきます。ま

た、住民に向けたマップなどを作成し、在宅医療や介護についての普及

啓発も行っていきます。 

在宅医療・介護連

携の課題と抽出の

対応策の検討 

地域の医療・介護関係者等が参画する在宅医療・介護連携推進協

議会を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課題の抽出及び対応策

等の検討を行います。 

医療・介護関係者

の情報共有の支援 

個人の基本情報や、連携シート、情報共有ツールを整備し医療・介

護関係者間の情報共有を支援します。津山市入退院支援ルールの手

引きの活用を推進し、入院・転院・退院時の相談や一体的に提供され

る仕組みづくりに取り組みます。 

ＩＣＴ（※情報通信技術）を用いたリアルタイムなツールの効果的な普

及についても検討していきます。 

相談支援 

地域の在宅医療と介護の連携を支援する相談窓口の運営を行い、

地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等からの、在宅医

療、介護サービスに関する事項の相談の受付を行います。 

在宅医療支援 
津山市医師会の協力を得て時間外や休日の緊急時や看取り体制等

の在宅医療支援体制をすすめます。 
    

②医療・介護関係者のネットワークづくり②医療・介護関係者のネットワークづくり②医療・介護関係者のネットワークづくり②医療・介護関係者のネットワークづくり    

平成 28 年度からの研修会実施等により、関係者同士での連携は進んできています。 

今後は医療・介護関係者に加えて、地域を含めた連携を目指し、引き続き関係者間で

顔と顔が繋がり、互いの役割を理解し、スムーズな連携を目指して、研修会の開催を検

討・実施します。 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

研修会の開催 
医療・介護関係者資質向上研修会や多職種連携研修会を開催し、

関係者の顔のわかる関係を深める取組を行います。 
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③地域住民への普及啓発③地域住民への普及啓発③地域住民への普及啓発③地域住民への普及啓発    

在宅での療養が必要になった際に、人生の最終段階の療養生活のあり方を、自ら選択

し安心して在宅の生活を継続するために、サービスを適切に選択できるよう、地域住民

に対して在宅医療や介護について説明・普及啓発を行います。 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

市民フォーラム 

在宅医療やアドバンス・ケア・プランニング（※患者が治療を受けなが

ら、将来もし意思決定能力がなくなっても、語ったことや書き残したものか

ら意思が尊重され、医療スタッフや家族が最善の医療を選択してくれるだ

ろうと患者が思えるようなケアを提供すること）について普及啓発します。 

出前講座 

（健康教育） 
出前講座等で地域へ出向いての普及啓発にも取り組んでいきます。 

    

④在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携④在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携④在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携④在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携    

津山・英田保健医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携して、広域連携

が必要な事項について協議します。 
    

【地域包括ケアの仕組み】【地域包括ケアの仕組み】【地域包括ケアの仕組み】【地域包括ケアの仕組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まい 

医療 

 

介護 連携連携連携連携    

 

介護予防 
生活支援 

地域 

参画 見守り 
＝居場所・出番 

要介護状態に 

ならないために 
応援が必要になったら 

病気になったら 

回転ドア的な関係 

介護が必要になったら 

連携連携連携連携    連携連携連携連携    

かかりつけ医 介護施設 

地域資源 

（住民や NPO、 
各種事業者） 

・・・・    

在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療・・・・介護連携推進協議会介護連携推進協議会介護連携推進協議会介護連携推進協議会    

認知症初期集中支援認知症初期集中支援認知症初期集中支援認知症初期集中支援チームチームチームチーム    介護保険事業者連絡協議会介護保険事業者連絡協議会介護保険事業者連絡協議会介護保険事業者連絡協議会    

個別地域個別地域個別地域個別地域ケアケアケアケア会議会議会議会議    小地域小地域小地域小地域ケアケアケアケア会議会議会議会議    
生活支援生活支援生活支援生活支援サポーターサポーターサポーターサポーター    

生活支援生活支援生活支援生活支援コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    

生活支援協議体生活支援協議体生活支援協議体生活支援協議体    
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（（（（３３３３））））地域共生社会地域共生社会地域共生社会地域共生社会のののの実現実現実現実現    

高齢者の日常生活を支える生活支援サービスを充実するとともに、高齢者自身も含めた

市民一人ひとりが地域活動に参加する地域共生のまちづくりを推進し、「支える側」と「支

えられる側」の一方的な関係にならない、支え合う関係づくりを進めます。 

 

①地域共生に向けた地域福祉の推進①地域共生に向けた地域福祉の推進①地域共生に向けた地域福祉の推進①地域共生に向けた地域福祉の推進    

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らすため、高齢者をはじめとした地域住民が

“我が事・丸ごと”の意識をもち、地域福祉活動に参加し、支援が必要な人を支えるこ

とができる仕組みづくりを進めます。    

    

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

地域との連携 

民生委員、愛育委員・栄養委員等の地域住民を主体とした自主的

な取組や、ボランティア、NPO 等との連携を図り、高齢者に対して包括

的かつ継続的なサービスが提供できるように努めます。 

住民への啓発 

少子高齢化や地域の絆の希薄化等が進行する中で、地域に密着し

た組織として設立された「市民の健康と福祉のまちづくり推進本部及び

支部会議」の活動の強化に向けて支援を行います。 

地域の交流の場の

確保 

地域支援の環境づくりや高齢者等の地域交流を進めるためには、高

齢者が集える場所が必要であり、公的施設等の有効活用など、地域交

流の場の確保に向けて取り組みます。 

人材の育成・確保 

ボランティアの育成とネットワーク化を推進するため、津山市社会福

祉協議会と協力し、ボランティア活動に必要な知識や専門的技術を身

につける研修会等を実施するとともに、市民がボランティアや NPO 活動

に参加しやすい環境の整備にも努めます。 

高齢者の見守り体

制の構築 

一人暮らしの高齢者や高齢者の夫婦世帯等が増加する中で、閉じこ

もりを防止するため、民生委員と地域包括支援センター等が連携しての

見守り活動の他、「こけないからだ講座」や「ふれあいサロン」「ふらっとカ

フェ」活動の推進による居場所を通じての相互見守り、日頃から住民と

接する機会の多い企業や事業者が業務の中で地域の高齢者を見守る

「つやま見守り協定」、配食による見守りの拡大を図ります。 

    

    

②生活支援サービスの体制整備②生活支援サービスの体制整備②生活支援サービスの体制整備②生活支援サービスの体制整備    

高齢者の在宅での自立した生活を支えるため、津山市が中心となって、NPO、民間企

業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業主体と連

携しながら、多様な日常生活上の支援体制を構築します。 

また、生活支援・介護予防の基盤整備に向けて、第１層の津山市全域、第２層の津山

市内生活圏域（８箇所）ごとに、生活支援コーディネーター及び協議体を設置します。

さらに、地域に密着し、高齢者の課題やニーズを把握するための第３層のエリアについ

ての基盤整備についても検討を進めます。 
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事業事業事業事業    内容内容内容内容    

生活支援サポーター

の養成 

元気高齢者等を対象に生活支援の担い手になる生活支援サポータ

ーの養成を行います。 

生活支援コーディネ

ーター 

津山市内の生活圏域（８箇所）ごとに、地域ニーズの把握、サポータ

ーの養成、地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援

コーディネーター（地域支え合い推進員）」を配置します。 

協議体の設置 

「定期的な情報の共有・連携強化の場」として協議体を設置し、多

様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進する

よう支援します。 

    

③高齢者が活躍できる地域づくり③高齢者が活躍できる地域づくり③高齢者が活躍できる地域づくり③高齢者が活躍できる地域づくり    

団塊の世代が高齢期を迎える中、自らが培った知識、経験、技術を十分に活かして、

積極的に参加できる機会づくりを進めるとともに、高齢者が社会の一員として活躍でき、

地域の重要な担い手となるよう、環境の整備に努めます。 

 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

シルバー人材セ

ンターへの支援 

シルバー人材センターの活動を継続して支援するとともに、ワンコインサ

ービス等、生活支援サービスの担い手としての活動についても連携を図りま

す。 

また、子育て、介護分野など人手不足となっている現役世代を支える分

野での就業人材確保・就業推進の取組を積極的に推進します。 

ボランティア活

動の推進 

ボランティア活動の基本的な知識に関する講座を開催するなど地域づく

りの担い手としての意識を市民へ啓発し、活動への参加を推進します。 

老人クラブ活動

への支援 

老人クラブが行う社会活動への体験参加、生きがいづくり、健康づくり・介

護予防などの活動や、子どもの登下校の見守り、子ども会や児童クラブなど

との世代間交流活動について積極的に支援します。 

また、老人クラブ活動の活性化や元気な高齢者の入会を促進するため

の取組を積極的に支援します。 

つやま・セカンド

ライフ充実プロ

ジェクトの推進 

高年齢者が培ってきた「経験」・「技術」・「伝統」を活かした雇用の促進や

社会参画活動の拡充を図り、労働力不足の課題緩和や充実したセカンドラ

イフを送る高年齢者の増加を促進するプロジェクトを実施します。 

平成 29 年度から平成 31 年度にかけて、高年齢者専用窓口の設置、高

年齢者向け合同就職面接会、雇用啓発プロモーション、企業に対する事業

説明会、雇用啓発・人材育成セミナー、社会参画セミナー等を実施し、就

労支援及び社会参画活動を通じた生きがいづくりを推進します。 
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（（（（４４４４））））安全安全安全安全なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

高齢者が地域で安心して生活するために、地域における居住・交通環境の整備及びバリ

アフリー化の推進等、安心・安全対策に取り組みます。 

 

①安全で快適な生活環境の整備①安全で快適な生活環境の整備①安全で快適な生活環境の整備①安全で快適な生活環境の整備    

高齢者が住み慣れた自宅・地域でできる限り生活できるよう、人にやさしいまちづく

り条例に基づく都市施設整備を推進するとともに、住宅施策においても本条例の理念に

基づき、住宅改修等での啓発・相談業務に取り組みます。また、民間施設の整備に対し

人にやさしいまちづくり条例に基づいた指導・助言を行います。また、適合施設には、

審査結果通知書・検査結果通知書を発行します。 

 

②高齢者の居住安定への支援②高齢者の居住安定への支援②高齢者の居住安定への支援②高齢者の居住安定への支援    

庁内関係課や岡山県等と連携を図り、高齢者が安心して住み続けることのできる住ま

いの情報の把握・集積を行い、その情報を提供します。 

 

③高齢者の交通施策の充実③高齢者の交通施策の充実③高齢者の交通施策の充実③高齢者の交通施策の充実    

効率的で分かりやすい地域公共交通体系を整備するとともに、移動手段が少ない地域

について、日常生活に最低限必要な移動手段の確保に努めます。 

また、加齢等による体力や判断能力の低下での交通事故防止のために、交通安全教育

を充実します。    

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

交通体系の整備 

重複路線の解消、運行ルートの見直しや乗り継ぎの負担を軽減するな

ど、地域公共交通体系の利便性の向上に努めます。 

地域の特性や利用状況にあった交通体系の研究に取り組み、交通事

業者の立地しない地域の移動手段の確保について検討を行います。 

交通安全教育の

充実 

年齢に応じた、交通安全教育を実施するほか、夜間の交通事故を防ぐ

ため、夜行反射材の配布等を継続します。 

 

④火災の予防対策④火災の予防対策④火災の予防対策④火災の予防対策    

火災予防運動や、市広報紙などを活用した防火意識の普及に取り組みます。 

 

⑤災害時の支援体制の整備⑤災害時の支援体制の整備⑤災害時の支援体制の整備⑤災害時の支援体制の整備    

「津山市災害時要援護者避難支援プラン」と「避難行動要支援者名簿」の啓発、周知

を図ります。地域での支援が必要と思われる高齢者に対しては、支援者名簿への登録を

働きかけるとともに、随時、最新の情報に更新できるよう努めていきます。 

また、民生委員、町内会による自主防災・防犯組織、消防団等の関係機関や介護老

人福祉施設等福祉避難所として協定を締結している施設との連携の強化にも努めます。    
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２２２２    健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））栄養栄養栄養栄養・・・・食生活食生活食生活食生活    

主食・主菜・副菜を組み合わせた、バランスのよい食事をとることにより、低栄養や生

活習慣病を予防することができ、食を楽しみ心豊かで元気な生活を送ることにつながるこ

とから、健康教育等で普及啓発に努めます。 

栄養・食生活については、状況や健康により個別性の高い問題がみられるため、個別地

域ケア会議等での検討及び支援体制の整備に努めます。 

 

【栄養・食生活の実施目標【栄養・食生活の実施目標【栄養・食生活の実施目標【栄養・食生活の実施目標((((※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま 21212121 よりよりよりより))))】】】】    

内容内容内容内容    平成平成平成平成 34343434（（（（2022202220222022）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値    

主食・主菜・副菜をそろえて食べる回数が増える 朝・昼・夕の合計が 15.5 回／週以上 

 

（（（（２２２２））））身体活動身体活動身体活動身体活動・・・・運動運動運動運動    

運動習慣の定着化と地域交流を目的とした、こけないからだ講座等への積極的な参加を

呼びかけ、筋力向上により足腰に痛みの少ない体づくりを推進します。 

 

【身体活動・運動の実施目標【身体活動・運動の実施目標【身体活動・運動の実施目標【身体活動・運動の実施目標((((※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま 21212121 よりよりよりより))))】】】】    

内容内容内容内容    平成平成平成平成 34343434（（（（2022202220222022）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値    

日常生活を活発に送っていると感じる人が増える 80％以上 

健康情報を気軽に入手できると感じる人が増える 50％以上 

こけないからだ講座に参加している人が増える 220 箇所以上 4200 人以上参加 

運動習慣者が増える 50％以上 

足腰に痛みのない人が増える 腰痛 20％以下、手足の痛み 15％以下 

 

（（（（３３３３））））歯歯歯歯とととと口口口口のののの健康健康健康健康    

市民へ歯周病健診の周知・検診対象者への啓発を行い、歯科医師とともに今後の体制づ

くりについて検討します。歯科保健の取組として、青壮年期から生活習慣病対策や健康寿

命延伸のために、８０２０運動を推進します。 

 

【歯と口の健康の実施目標【歯と口の健康の実施目標【歯と口の健康の実施目標【歯と口の健康の実施目標((((※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま 21212121 よりよりよりより))))】】】】    

内容内容内容内容    平成平成平成平成 34343434（（（（2022202220222022）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値    

歯の健康に気をつけている人が増える 60％以上 

 

（（（（４４４４））））たばこ・アルコールたばこ・アルコールたばこ・アルコールたばこ・アルコール    

禁煙したい人が禁煙行動を起こせる情報発信や環境整備を行うとともに、多量飲酒に対

する本人と家族への支援を行います。また「禁煙・完全分煙実施施設」の増加を促すとと

もに、適正飲酒の文化が広まるように啓発していきます。 
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【たばこ・アルコールの実施目標【たばこ・アルコールの実施目標【たばこ・アルコールの実施目標【たばこ・アルコールの実施目標((((※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま 21212121 よりよりよりより))))】】】】    

内容内容内容内容    平成平成平成平成 34343434（（（（2022202220222022）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値    

健康のために禁煙できる人が増える 

（喫煙をやめたい人がやめる） 
成人期の喫煙率：12％以下 

禁煙、分煙施設が増える 津山市の禁煙、分煙施設が増える 

お酒の適量が分かり、楽しくお酒を飲む人

が増える 
適量飲酒している人が現状（60.8％）より増える 

 

（（（（５５５５））））健康管理健康管理健康管理健康管理    

定期的に健（検）診を受けることで、自分の健康状態の把握や病気の早期発見・治療に

つながるため、健（検）診受診率の向上に努めます。 

特定保健指導については、個別指導のみならず、集団指導や、積極的な電話勧奨等を実

施し、生活習慣の改善に取り組む人が増えるように推進します。 

また、糖尿病については血糖値のコントロールができる人を増やし、合併症の発症を予

防するため、一次予防から重症化予防まで、体系的な対策を整備します。 

 

【健康管理の実施目標【健康管理の実施目標【健康管理の実施目標【健康管理の実施目標((((※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま 21212121 よりよりよりより))))】】】】    

内容内容内容内容    平成平成平成平成 34343434（（（（2022202220222022）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値    

市が実施するがん検診を受ける人が増える 30％以上 

特定健康診査を受ける人が増える 60％以上 

特定保健指導を受ける人が増える 60％以上 

血糖コントロールができている人の割合が増える 99.5％維持 

糖尿病性腎症による新規透析導入者が減る （年間）35 人以下 

 

（（（（６６６６））））休養休養休養休養・こころの・こころの・こころの・こころの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり    

高齢者うつ病に関する知識の普及、早期発見や治療等について、相談支援体制の充実等

の対策を行うとともに、認知症への予防的な取組や地域で支え合う体制づくりを行います。 

また、傾聴に関する健康教育やゲートキーパー養成講座の開催等により高齢者も含めて、

身近なところで悩んでいる人に気づき、声掛けができる人が増えるように努めます。 

 

【休養・こころの健康づくりの実施目標【休養・こころの健康づくりの実施目標【休養・こころの健康づくりの実施目標【休養・こころの健康づくりの実施目標((((※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま※第２次健康つやま 21212121 よりよりよりより))))】】】】    

内容内容内容内容    平成平成平成平成 34343434（（（（2022202220222022）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値）年度末目標値    

一人で悩まず相談できる人が増える 75％以上 

自分にあった気分転換ができる人が増える 80％以上 

睡眠による休養を十分にとれている人が増える 80％以上 

身近に集える場所があり、周囲の人との交流を図るこ

とのできる人が増える 

ふれあいサロン開設：増加 

こけないからだ講座実施地区：増加 

こころの不調に気づき、支え手になることのできる人

が増える 
80％以上 
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３３３３    地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業    

高齢者が可能な限り地域での自立した生活を継続するために、高齢者の支援ニーズの多

様化に対応し、市民や地域の様々な主体によるサービスの充実を図るとともに、支え合い

の体制づくりを進めます。 

また、すべての高齢者を対象とした介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における

自主的な活動の育成・支援を行うとともに、リハビリテーション専門職等を活用した自立

支援に資する取組を推進し、介護予防の充実を図ります。 

    

①一般介護予防事業①一般介護予防事業①一般介護予防事業①一般介護予防事業    

要介護状態になっても、住み慣れた地域でできる限り自立して生活を送ることができ

るよう、高齢者の生活機能全般の改善を目指し、サービスを提供します。 

 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

介護予防把握事

業 

地域包括支援センターと生活支援コーディネーターが連携して、地域の

介護予防事業や高齢者の集まり等で、基本チェックリストを活用し、高齢

者の生活機能を評価します。 

また、閉じこもり等の何らかの支援が必要な人を早期に把握するため、

小地域ケア会議等を実施し、地域住民や関係機関と連携を密にし、早期

発見・早期対応できる体制を整えます。 

介護予防普及啓

発事業 

介護予防事業について、パンフレット等の広報活動や、講座を実施し、

事業に関する理解と普及啓発について努めます。 

地域介護予防活

動支援事業 

地域における住民主体の介護予防活動の育成支援を行います。 

「めざせ元気！！こけないからだ講座」を実施し、各種専門職による健康

教育や介護保険の適正利用に関する啓発を行うとともに、必要に応じ、感

染症や脱水症予防などの情報提供も行い、地域における介護予防活動

を支援し、未実施地域への働きかけを行います。 

また、身近な場所で交流のできる「ふらっとカフェ」活動の支援を行い、

虚弱高齢者等の介護予防に努めます。 

地域リハビリテー

ション活動支援

事業 

介護予防の取組にリハビリ専門職を活用し、各種事業の強化を図りま

す。 

また、「めざせ元気！！こけないからだ講座」への作業療法士の参加や

個別地域ケア会議へのリハビリ専門職の参加により技術的助言を行いま

す。 
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②介護予防・生活支援サービス事業②介護予防・生活支援サービス事業②介護予防・生活支援サービス事業②介護予防・生活支援サービス事業    

要支援者等に対して、要介護状態となることを予防し、一人ひとりが活動的で生きが

いのある生活を送ることができるように、生活上の多様な支援ニーズに答えるサービス

を提供します。 

 

アアアア    訪問型サービス訪問型サービス訪問型サービス訪問型サービス    

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供します。 

 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

介護予防訪問サービス 

（現行型訪問サービス） 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴・排せつ

の介助など身体介護や掃除・洗濯・調理などの生活援

助を行います。 

生活支援サポーター訪問サービス 

（住民参加型訪問サービス） 

生活支援サポーターが居宅を訪問し、ゴミ出しや掃

除など簡易な家事援助を行います。 

専門職応援訪問サービス 

（短期集中型訪問サービス） 

リハビリ専門職や栄養士などの専門職が居宅を訪問

し、日常生活動作、栄養改善などの助言や指導を行い

ます。 

 

イイイイ    通所型サービス通所型サービス通所型サービス通所型サービス    

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供します。 

社会福祉法人、NPO、民間事業者等による多様なサービスの創設を目指します。 

 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

介護予防通所サービス 

（現行型通所サービス） 

通所介護施設（デイサービスセンター）で、食事・入

浴・排せつの介助、生活機能の維持・向上のための機

能訓練を行います。 

ふれあい交流通所サービス 

（基準緩和型通所サービス） 

通所介護施設（デイサービスセンター）などで、日常

生活上の支援や生活機能の維持・向上のための機能

訓練、レクリエーションなどを行います。 

元気いきいき通所サービス 

（短期集中型通所サービス） 

通所介護施設（デイサービスセンター）などで、食事・

入浴などの日常生活上の支援・改善及び買い物や洗

濯などの生活機能の維持・向上をめざし、一定期間で

の機能訓練を行います。 

    

ウウウウ    介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント    

要支援者に対し、新総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネ

ジメントを行います。 

生活上のさまざまな課題を抱える高齢者に対して適切な支援を行うことにより、要

支援・要介護状態の予防やその重症化の防止、改善を図ります。    

    

    

    



65 

 

（（（（２２２２））））認知症施策認知症施策認知症施策認知症施策のののの推進推進推進推進    

我が国では、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37（2025）年を見据え、認知症の人

やその家族の視点が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし

続けることができる社会の実現を目指して、平成 27 年 1 月に「新オレンジプラン」が策

定されました。 

本市においても「新オレンジプラン」に沿って、認知症になっても、住み慣れた住まい

や地域で、心豊かに安心して生活できることを目標に、認知症に関する正しい知識の普及

啓発や支援体制整備など、認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めます。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

認知症になっても、住み慣れた住まいや地域で認知症になっても、住み慣れた住まいや地域で認知症になっても、住み慣れた住まいや地域で認知症になっても、住み慣れた住まいや地域で    

心豊かに安心して生活することができる心豊かに安心して生活することができる心豊かに安心して生活することができる心豊かに安心して生活することができる    

本人・家族本人・家族本人・家族本人・家族    

認知症の人や家族が、まわりの人たちに、あたたか

く支えられながら自らの住まいや地域で生活するこ

とができる。 

家族が、適切な情報や相談体制、各種サービスなど

により、認知症を理解し、安心して介護ができる。 

地域の人が、気軽に相談されるよう、知識を深め、

身近な支援者になることができる。 

職域関係者が、認知症の人も生活者のひとりとして

自然に受け入れ、対応できる支援方法を身につける

とともに早期に相談することができる。 

医療従事者が、認知症の知識を深め、介護と連携し、

安心して医療を受けることができる体制をつくる。 

介護・福祉従事者が、認知症の知識を深め、本人の

今まで生きてきた道を理解し、本人や家族がこれか

ら望む生活に尊厳をもって支援することができる。 

家族家族家族家族    

地域の人地域の人地域の人地域の人    

職域職域職域職域    

（店舗、警察など（店舗、警察など（店舗、警察など（店舗、警察など））））    

医療関係医療関係医療関係医療関係    

行政行政行政行政    介護・介護・介護・介護・    

福祉関係福祉関係福祉関係福祉関係    

連携連携連携連携

連携連携連携連携

わ
た
し
た
ち
が
目
指
す
も
の

（中
目
標
） 

本人本人本人本人    
認知症の人が、意思決定をし、役割をもっていきい

きと暮らしていくことができる。 
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①認知症についての知識・理解の向上①認知症についての知識・理解の向上①認知症についての知識・理解の向上①認知症についての知識・理解の向上    

認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域での生活が続けられる社会

を目指して、市民への認知症の正しい知識・支援方法・サービスなどの情報提供、認知

症の人やその家族の理解者を増やすための講座の開催を行います。 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

認知症サポーター

養成講座 

認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の人やその家族を温かく

見守る応援者である「認知症サポーター」を養成します。 

キャラバンメイト養

成・組織の活性化 

「認知症サポーター養成講座」の講師役である「キャラバンメイト」を隔

年で養成します。メイトとして、積極的に認知症啓発活動に参画できるよ

う組織を活性化します。 

アルツハイマーデー

認知症講座 

アルツハイマーデーのある９月に、認知症の正しい理解を広めるため

市民を対象とした講演会と相談会を開催します。 

    

②認知症の相談・支援体制の整備②認知症の相談・支援体制の整備②認知症の相談・支援体制の整備②認知症の相談・支援体制の整備    

認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族に、必要な医療・介護の情報提供や調

整等の相談・支援を行います。 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

認知症初期集中支

援チームの配置 

平成 27 年 10 月に医療・介護の専門職が複数人で、認知症が疑わ

れる人や認知症の人及びその家族に対しての初期支援を包括的・集中

的に行う「認知症初期集中支援チーム」を設置。認知症の人や家族に

対し、関わりの初期段階で集中して訪問等の支援をチームで行い、必

要な医療や介護サービスにつなぎます。 

認知症地域支援推

進員の配置 

認知症疾患医療センターと連携を密にとり、認知症に関する相談支

援体制を整備します。 

認知症ケアパスの

普及 

平成 29 年度に作成した、認知症の進行度合いに合わせた医療・介

護・支援の流れをまとめた「認知症ケアパス」を活用し、認知症の人やそ

の家族に必要な情報提供を行います。 

 

③見守りシステムの構築③見守りシステムの構築③見守りシステムの構築③見守りシステムの構築    

認知症の人やその家族が安心して生活できるための見守り体制を整えます。 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

つやま見守り協定

の強化 

日頃から住民と接する機会の多い地域の企業や事業者が、業務の

中で地域の高齢者を見守り、異常を発見したら市に報告する「つやま見

守り協定」の締結事業所を増やします。 

認 知 症 高 齢 者 等

SOS メール配信事

業の普及 

認知症等で道に迷うおそれのある高齢者を事前に登録し、捜索が必

要になった場合は協力者に捜索依頼メールを配信して、早期発見に努

めます。 

認知症あったか声

かけ模擬訓練の実

施 

認知症等により道に迷っている高齢者の捜索や発見した時の声かけ

の仕方を体験することで、実際に身近で行方不明者が発生した時の早

期発見・保護に役立てるため、認知症あったか声かけ模擬訓練を実施

します。 
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④認知症の人やその家族への支援④認知症の人やその家族への支援④認知症の人やその家族への支援④認知症の人やその家族への支援    

認知症の人の家族の精神的・身体的な負担の軽減を目的に、認知症の人やその家族が、

専門家や地域の人々と交流し、情報共有したりお互いに理解を深めたりする場を設けま

す。 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

認知症カフェの活動

支援 

認知症の人やその家族、地区住民、医療や介護等の専門家が広く

参加し、認知症の人やその家族が地域で孤立することがないよう認知

症の理解を深め合い、交流できる場である「認知症カフェ」の活動を支

援します。 

認知症の人と家族の

会の活動支援 

認知症の人とその家族が集まり、同じ経験・境遇にあるもの同士が悩

みを相談し合い、情報や知識を習得したり癒されたりする場である「認

知症の人と家族の会」の活動を支援します。 

    

（（（（３３３３））））包括的支援事業包括的支援事業包括的支援事業包括的支援事業    

高齢者が住み慣れた地域で、いきいきとその人らしい生活を継続できるよう、地域にお

ける、医療、介護、保健、福祉に関するサービスや相談等が包括的に提供できるよう、地

域のネットワークの構築や包括的・継続的ケアマネジメントの実施等、その体制の充実を

図ります。 

 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

総合相談支援業務 

高齢者の生活状態を把握することで、地域におけるネットワークの構築

と、高齢者に関するさまざまな相談に対応します。 

常に各種制度・施策やサービス機関の情報を的確に提供し、地域包

括支援センター及びサブセンター内における情報の保有・共有を図り、専

門的な相談や相談支援ができるよう体制整備に努めます。 

権利擁護業務 

高齢者虐待、消費者被害への対応・防止、成年後見制度の活用促

進、困難事例への対応等に取り組みます。地域包括支援センターや権

利擁護センターに設置された高齢者虐待相談窓口を活用し、本人・介

護者・家族や介護保険サービス事業者等に対する相談体制を充実する

とともに、虐待防止チームと協力・連携し、高齢者虐待の防止、養護者に

対する支援に迅速かつ的確に対応します。 

また、認知症など判断能力に低下が見られる高齢者の場合は、権利

擁護センターと連携しながら、日常生活自立支援事業の利用や成年後

見制度につなげていきます。 

包括的・継続的ケ

アマネジメント支援

業務 

地域包括支援センターにおいて、行政や医療機関、介護保険サービ

ス事業者、職能団体、その他関係組織などと有機的なネットワークを構

築し、包括的・継続的ケアの提供に努めます。 

また、ケアマネジメントの提供に際して、介護支援専門員の相談支援を

行い、さまざまな機関と連携を図ります。 

地域包括支援セン

ターの運営管理 

津山市高齢者保健福祉・介護保険事業運営協議会において、地域

包括支援センターの運営状況を確認し、適正な運営と総合的な相談支

援体制の充実を図ります。 
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（（（（４４４４））））任意事業任意事業任意事業任意事業    

高齢者の地域における自立した日常生活を支援するため、津山市の特性に応じた任意事

業として次の事業を推進します。 

 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

食の自立支援事業 

（配食サービス） 

高齢者の食生活の改善、生活の孤立感を取り除くことを目的に、昼食

の配食サービスを実施します。 

また、食数が減少している状況を鑑み、対象者や事業内容の見直しを

図るとともに、事業の目的等の周知を利用者及び関係者に行います。 

家族介護教室 

在宅で介護を行う家族等の不安を解消するため、家族介護教室を開

催し、在宅介護における正しい介護方法、介護予防、介護者の健康づく

り等についての知識の普及を図るとともに、介護状態になっても家族介護

による自宅での生活が可能となる環境づくりを推進します。 

また、関心が低い人への周知を行い、参加者の増加を目指します。 

家族介護慰労金支

給事業 

要介護４～５で、過去１年間、介護保険サービスを利用せず、また、通

算して病院・施設などへの入所が３カ月未満の低所得者の高齢者を介

護している家族の主介護者に対し慰労金を支給します。制度の周知を進

めるとともに、介護者の負担軽減を図るため、支給対象者等の見直しを

行います。 

成年後見制度利用

支援事業 

認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理

又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことができるよう、

権利擁護センターや関係機関等との連携を図り、成年後見制度利用促

進基本計画に基づき、成年後見制度の利用促進に努めます。さらに、住

み慣れた地域で安心していきいきと暮らし続けるために、身近な立場で支

援する市民後見人の支援を行います。 

また、さまざまな機会を捉えて、制度や判断能力が低下してしまう前に

行う「任意後見」について周知を図ります。 
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４４４４    高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））高齢者高齢者高齢者高齢者のののの日常生活支援日常生活支援日常生活支援日常生活支援    

高齢者が健康で自立した生活が送れるよう、高齢者とその家族を支援するため、次の事

業を推進していきます。    

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

生活管理指導短期

宿泊事業（ショートス

テイサービス） 

介護している家族が一時的に世話のできない時や、一人暮らし高齢

者が一時的な在宅生活に不安がある場合に、短期間施設を利用し生

活習慣の改善等を行うショートステイサービスを実施します。 

緊急通報装置の貸

与 

在宅の高齢者で、緊急時の連絡が不安な人に対して、緊急通報装

置を貸与し、在宅での生活を支援します。 

また、関係機関を通じ、制度の周知を図ります。 

住宅改修・改造 

身体機能の低下に対応し小規模な住宅改修を実施した場合、介護

保険制度のサービスが活用できます。既定の金額を上限として保険給

付を行っています。また、住民税非課税の人に対しては、介護保険サー

ビスの住宅改修の限度額以上に費用を要した場合、介護保険制度の

上乗せサービスとして、その一部を助成します。 

制度が有効に活用されるよう、介護保険事業者連絡協議会を通じて

のケアマネジャーの研修等において制度を周知します。助成に要する予

算の確保に努めるとともに、助成にあたっては、事前に利用者や家族と

改修プランについて綿密な打ち合わせを行い、適切な助言や指導を行

います。 

また、改造後の評価を行い、助成事業でもたらす効果や本人を取り

巻く環境変化について把握し、より効果的な事業の実施に努めます。 

ふれあい収集 

高齢や身体障害などの理由でヘルパーの支援を受けている世帯にお

いて、指定のゴミ置き場へのゴミ出しが困難な場合に限り、引き続き関

係機関と連携を取りながら戸別収集を行います。 

また、利用者との連絡体制を構築し、利用者長期不在時等の場合に

円滑な実施を図ります。 

新総合事業の実施にあたっては、生活支援サービスの中で、対応で

きるものについては、新総合事業への移行を進めていきます 。 

敬老事業 

津山市老人クラブ福祉大会において、老人福祉の増進に尽力した役

員及び活動内容が充実しており他の模範となる団体に対し、市長からの

感謝状を贈呈します。 

また、満 100 歳の誕生日を迎えた人を訪問し、長年にわたる地域社

会への貢献に敬意を表すとともに、敬愛を込めて記念品を贈呈します。 

介護用品支給事業 

要介護３から要介護５までの人を在宅で介護している津山市内に在

住する家族を対象に、紙おむつ等の支給を行います。 

制度の周知を図るとともに、支給要件の見直しを検討します。 

家族介護者交流事

業 

「津山市介護者の会」、「津山市認知症の人と家族の会」などの家族

介護者団体との連携を強化し、在宅介護に係るサービス等のニーズ把

握や課題の早期発見、早期解決に努めていきます。 

また、高齢化の進行により対象者の増加が見込まれるため、会員数

増加を目指し、事業の周知を進めます。 
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（（（（２２２２））））高齢者高齢者高齢者高齢者のののの権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護    

高齢者が尊厳をもち、住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよう、虐待の

防止や成年後見制度の利用促進など、権利擁護施策の推進に取り組みます。    

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

高齢者虐待防

止事業 

地域包括支援センターや権利擁護センター等の関係機関との連携強化を

図るとともに、市民や専門職等を対象とした研修会や講習会、出前講座の開

催、パンフレットの配布等の啓発活動を進め、高齢者の虐待の早期発見、早

期対応や予防を図ります。 

困難ケースの対応にあたっては関係機関や弁護士、司法書士、社会福祉

士等の専門職による「高齢者虐待防止チーム」を設置し、定例会や津山市権

利擁護センター支援検討部会での支援検討を実施します。 

被虐待者の安全が危ぶまれる場合には、高齢者生活福祉センターや、とき

わ園、特別養護老人ホーム等のショートステイを活用し、緊急避難を行い、被

虐待者の安全を確保します。 

また、高齢者虐待では、養護者自身やその家族が精神疾患や障害、ひき

こもり、金銭トラブルなど、様々な課題を抱えていることが多いため、虐待対応

により、高齢者への虐待が解消された後の養護者の課題解決に向けた各支

援機関の連携及び役割分担を進めます。 

成年後見制度

の利用促進 

認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は

日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことができるよう、権利擁

護センターや関係機関等との連携を図り、成年後見制度利用促進基本計画

に基づき、成年後見制度の利用促進に努めます。 

さらに、住み慣れた地域で安心していきいきと暮らし続けるために、身近な

立場で支援する市民後見人の支援を行います。 

また、さまざまな機会を捉えて、制度や判断能力が低下してしまう前に行う

「任意後見」について周知を図ります。 

平成30 年度には津山市社会福祉協議会が法人後見を開始することとして

おり、その活動の充実に向け連携を図っていきます。 

悪徳商法等の

被害予防 

高齢者が悪質商法・悪質訪問販売や契約トラブルに巻き込まれないため

に、必要な情報を提供し、予防に努めます。また、地域での見守り活動等、悪

質訪問販売等が活動しにくい地域づくりについても検討していきます。 

高齢者と接する機会の多い地域包括支援センターをはじめとする関係機関

に対しては、消費生活センターの紹介やクーリングオフ制度の紹介を行いま

す。高齢者に対しては、地域包括支援センターが中心となって、消費者被害

防止啓発かるたや寸劇の開催、消費者被害情報のちらしを作成・配布し、啓

発活動に努めます。 

相談者等に対しては、パンフレット等を利用して制度の周知を行い、社会福

祉協議会や津山市等が主催する無料法律相談会の紹介を行います。 

    

（（（（３３３３））））福祉施設等福祉施設等福祉施設等福祉施設等のののの充実充実充実充実    

親族がいない、家族との同居が困難であるなどの理由により、一人暮らし高齢者や高齢

者のみの世帯が増えており、独立しての生活に不安を感じる高齢者が、安心して生活でき

る施設が必要であるため、養護老人ホームや軽費・有料老人ホーム等、今後の必要性につ

いて検討します。 

また、要介護状態になってもできる限り同じ場所で生活できるよう、今後の特定施設入

居者生活介護の整備についても、併せて検討します。 
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５５５５    介護保険介護保険介護保険介護保険サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））居宅居宅居宅居宅サービスサービスサービスサービス及及及及びびびび施設施設施設施設・・・・居住系居住系居住系居住系サービスサービスサービスサービス確保確保確保確保のためののためののためののための方策方策方策方策    

①居宅サービス①居宅サービス①居宅サービス①居宅サービス    

居宅サービスについては、要介護等認定者の増加とともに多様な事業主体の参入によ

り、サービスの提供量が確保されており、今後も必要なサービス量が確保されると推計

しています。 

また、予防給付のサービス量についても、既存事業者の参入により、十分なサービス

提供量が確保できると見込んでおり、市としては、今後も多様な事業者の参入や事業拡

大が促進されるよう、情報提供・相談援助により事業所への支援を行っていきます。 

 

②施設・居住系サービス②施設・居住系サービス②施設・居住系サービス②施設・居住系サービス    

介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の施設サービスと（介護予防）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などの居住系サービスについては、

将来における高齢者介護の姿を見据え、一体的に整備を進めることになります。 

すべての入所待機者の状況を解消することは望めませんが、これまでの施設整備によ

って、現時点では一定の目途が立ったと考えます。 

第７期計画期間中は、施設サービスの整備は行わないものとしますが、状況の把握に

努め将来を見据えた今後の施設整備の方向を、介護保険事業会計とのバランスを勘案し

ながら検討していきます。 

 

（（（（２２２２））））地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス確保確保確保確保のためののためののためののための方策方策方策方策    

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問の整備①定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問の整備①定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問の整備①定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問の整備    

定期巡回・随時対応型サービスは、在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪

問介護と訪問看護を一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を

行うサービスです。 

また、夜間対応型訪問看護は、夜間に定期的に巡回して行う訪問介護と通報に基づき

随時対応する訪問看護を組み合わせて提供するサービスです。 

これらは、想定される利用者が少ないことや、人員体制・運営方法等により参入を希

望する事業者がいないことが予想されるため、今後の整備については、状況に応じて検

討していきます。 

    

②（介護予防）認知症対応型通所介護の整備②（介護予防）認知症対応型通所介護の整備②（介護予防）認知症対応型通所介護の整備②（介護予防）認知症対応型通所介護の整備    

（介護予防）認知症対応型通所介護は、認知症の症状がある人を対象に、入浴や食事

の提供、生活についての相談・助言、日常生活の世話と機能訓練などを行うデイサービ

スです。 

利用者は少なく、今後も急激に増加することは予想しがたい状況でありますが、状況

の変化を踏まえて、今後の整備について検討することとなります。 
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③（介護予防）小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護（複③（介護予防）小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護（複③（介護予防）小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護（複③（介護予防）小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービ合型サービ合型サービ合型サービ

ス）の整備ス）の整備ス）の整備ス）の整備    

（介護予防）小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として、要介護者の様態や希

望に応じて随時「訪問」や「泊まり」を提供するサービスです。 

第６期計画期間中に未整備であった加茂・阿波圏域について事業者の募集を行いまし

たが、応募がなく未整備のままの状況です。 

第７期計画においては、加茂・阿波圏域の未整備状態を解消するため、引き続き募集

を行うとともに、事業者への情報提供や相談を通じた支援も行います。 

そして、小規模多機能居宅介護と訪問看護など複数のサービスを組み合わせて提供す

る看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）については、小規模多機能型居宅介

護事業所の整備状況や、今後のニーズを踏まえ検討を行います。 

 

④（介護予防）認知症対応型共同生活介護の整備④（介護予防）認知症対応型共同生活介護の整備④（介護予防）認知症対応型共同生活介護の整備④（介護予防）認知症対応型共同生活介護の整備    

（介護予防）認知症対応型共同生活介護は、認知症の高齢者が共同で生活する住居に

おいて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行い、

少人数（５人～９人）の家庭的な雰囲気の中で、できる限り自立した生活が送れるよう

になることを目指すものです。 

本市内の施設・居住系サービスの整備状況を考慮し、今期での新規の整備は行わない

ものとします。 

 

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護の整備⑤地域密着型特定施設入居者生活介護の整備⑤地域密着型特定施設入居者生活介護の整備⑤地域密着型特定施設入居者生活介護の整備    

地域密着型特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームや軽費老人ホーム等に入居し

ている要介護者等に対し、その施設において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の

日常生活上の世話、機能訓練を行い、入居者がその施設において、有する能力に応じ自

立した生活が送れるようになることを目指すサービスで、定員 29 名以下のものです。 

本市内の施設・居住系サービスの整備状況を考慮し、今期での新規の整備は行わない

ものとします。 

    

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の整備⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の整備⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の整備⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の整備    

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員 29 名以下の介護老人福祉施設

です。 

本市内の施設・居住系サービスの整備状況を考慮し、今期での新規の整備は行わない

ものとします。 

 

⑦地域密着型通所介護の整備⑦地域密着型通所介護の整備⑦地域密着型通所介護の整備⑦地域密着型通所介護の整備    

地域密着型通所介護は施設（デイサービスセンターなど）に通い、入浴、排せつ、食

事の提供その他の日常生活上の世話や機能訓練を日帰りで行うサービスで、利用定員 18

名以下のものです。 

今後の整備については、状況の変化を踏まえて検討することとなります。 
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⑧地域密着型サービス（施設・居住系サービス）の必要利用定員総数⑧地域密着型サービス（施設・居住系サービス）の必要利用定員総数⑧地域密着型サービス（施設・居住系サービス）の必要利用定員総数⑧地域密着型サービス（施設・居住系サービス）の必要利用定員総数    

地域密着型サービス（施設・居住系サービス）の基盤整備については、これまでの整

備状況や他のサービス量を考慮し、今期の新規整備は行わないものとします。    

    

サービス区分サービス区分サービス区分サービス区分    
平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    

（（（（2017201720172017））））    
現在値現在値現在値現在値    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（2018201820182018））））    

平成平成平成平成 31313131 年度年度年度年度    
（（（（2019201920192019））））    

平成平成平成平成 32323232 年度年度年度年度    
（（（（2020202020202020））））    

増分増分増分増分    計計計計    増分増分増分増分    計計計計    増分増分増分増分    計計計計    

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
含む) 

必要利用定員総数 324 0 324 0 324 0 324 

 

東部圏域 72 0 72 0 72 0 72 

西部圏域 63 0 63 0 63 0 63 

南部圏域 36 0 36 0 36 0 36 

北部圏域 54 0 54 0 54 0 54 

中央部圏域 18 0 18 0 18 0 18 

加茂・阿波圏域 9 0 9 0 9 0 9 

勝北圏域 18 0 18 0 18 0 18 

久米圏域 54 0 54 0 54 0 54 

地 域 密 着
型 特 定 施
設 入 居 者
生活介護 

必要利用定員総数 111 0 111 0 111 0 111 

 

西部圏域 29 0 29 0 29 0 29 

北部圏域 24 0 24 0 24 0 24 

中央部圏域 29 0 29 0 29 0 29 

加茂・阿波圏域 29 0 29 0 29 0 29 

※単位：床

※介護療養型医療施設及び医療療養病床からの転換分は含まない。

※地域密着型特定施設入居者生活介護については、必要利用定員総数 0 の圏域は記載しない。
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（（（（３３３３））））介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業のののの円滑円滑円滑円滑なななな運営運営運営運営    

①介護保険サービスの質の向上①介護保険サービスの質の向上①介護保険サービスの質の向上①介護保険サービスの質の向上    

介護保険制度に関するパンフレット等の定期的な発行、広報紙やホームページ等を活

用しての情報提供を充実させ、介護保険制度やサービスについての最新情報を提供しま

す。 

また、介護相談員の派遣により、サービス提供の状況を把握し、必要に応じて利用者

の思いを事業者側に伝え、利用者と事業者の橋渡し役となり、介護サービスの質の向上

を図ります。 

    

②介護給付の適正化②介護給付の適正化②介護給付の適正化②介護給付の適正化    

介護保険への信頼を高め、持続可能な制度とするために、介護を必要とする方を適正

に認定し、真に必要とする「過不足のないサービス」を適切に提供することができるよ

う介護給付の適正化をはかっていくことが重要です。 

国の介護給付適正化の計画策定に関する指針に基づき、県の第４期介護給付適正化計

画と整合性を図りながら、要介護認定の適正化、ケアプランの点検などの主要５事業に

取り組みます。事業者への指導・支援、国民健康保険団体連合会の適正化システムや個

別地域ケア会議の活用や介護保険制度の主旨普及等を通じて、適正化の目的を広く事業

者や専門職、市民とともに取組をすすめていきます。 

 

事業事業事業事業    内容内容内容内容    

要介護認定の適正化 

適切に認定審査が行われるよう、職員が、認定訪問調査内容につ

いて、調査項目、特記事項の全数チェックを行います。また、調査員

研修や認定審査会研修で平準化をはかります。 

ケアプランの点検 

介護支援専門員の気づきを促すとともに自立支援に向けたケアプ

ラン作成に向け、保険者による県のチェックシート等を活用したケアプ

ラン点検を行います。また、ケアマネジメントの質の向上を目的に、保

険者と包括、職能団体等の協働により、地域の主任介護支援専門員

と連携した効果的・効率的なケアプラン点検も実施していきます。 

住宅改修の点検等 
利用者の実態に沿って適切な住宅改修が行われるよう、全数の着

工前点検を行い、必要により利用者宅の状況確認を行います。 

縦覧点検・医療情報

との突合 

国民健康保険団体連合会への委託とともに、国保連の適正化シ

ステムの認定調査状況と利用サービス不一致等の帳票を積極的に

活用します。 

介護給付費通知 

利用者が自分の受けたサービスを改めて確認し、適切なサービス

の利用を考えたり、事業者に適切なサービス提供を啓発するために

介護給付費通知を利用者（家族含む）に通知します。 
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③地域密着型サービス等の指定及び指導監督③地域密着型サービス等の指定及び指導監督③地域密着型サービス等の指定及び指導監督③地域密着型サービス等の指定及び指導監督    

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域

で生活を継続できるよう支援するためのサービスであり、市町村が事業者の指定及び指

導監督を行うこととされています。また、平成 30 年 4 月から居宅介護支援事業者の指

定等の権限が市町村に移譲されます。 

提供されるサービスの質を向上させるため、事業者に対する定期的な実地指導、介護

事業従事者を対象とした研修会を行います。また、津山市高齢者保健福祉・介護保険事

業運営協議会において、事業運営の審議などを行います。    

 

④相談体制の充実及び苦情処理④相談体制の充実及び苦情処理④相談体制の充実及び苦情処理④相談体制の充実及び苦情処理    

高齢者の相談は、地域包括支援センターや市役所窓口で対応します。それぞれの窓口

の果たすべき役割をいっそう重視し、身近な地域で気軽に相談できるように努めます。 

また、被保険者の意見や相談苦情等に適切に対応し、介護保険サービスの質の向上等

を図り、より良い介護保険制度の実現につなげていきます。 

 

⑤関係機関・部門との連携⑤関係機関・部門との連携⑤関係機関・部門との連携⑤関係機関・部門との連携    

介護保険事業者連絡協議会に対する運営協力や事業者に対する定期的な指導・研修会

等の実施を通じ、情報提供体制の整備と事業者同士の情報交換の機会を確保します。庁

内の関係部門のほか、指定事業者、地域包括支援センター、津山市社会福祉協議会、医

師会、歯科医師会との連携も強化し、介護・保健・福祉を包含したネットワーク体制の

構築に努めます。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


