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第４章 計画の取組 
 

１ 地域包括ケアシステムの構築 

高齢化の進行により、孤立死や老老介護、ひきこもり、自殺、さらにはヤングケアラー

の増加など、地域生活課題は多様化、複雑化、重複化してきています。こうした問題に対

応し、地域での暮らしを支援していくためには、ニーズの早期発見・早期支援や連携・協

働支援の仕組が不可欠です。 

 このため、国が進める地域包括ケアシステムとともに「津山版地域包括ケアシステム」

の一層の充実、推進を図っていきます。 

 

（１）地域包括ケアシステムのネットワーク強化  

個人や地域が抱える課題の解決に向けて、包括的かつ継続的な支援を行うため、地域包

括支援センターを中核として、関係機関が連携・協働するネットワークを強化し、「津山版

地域包括ケアシステム」の構築を図ります。 
 
①地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムにおいて中核となる組織であることか

ら、市と地域包括支援センターの綿密な連携体制を維持していきます。また、各事業の実

施状況評価を行い、状況に応じた実施体制を整えるとともに、事業の効果的な実施に努め

ていきます。 
 
②地域包括ケア会議の充実 

支援を必要としている方は、様々な課題を抱えています。その方に対して支援を行うた

めには、公的なサービスや地域においてのサポートが必要となります。そのために、地域、

関係機関及び専門職が共に考え、協働し、一人ひとりが自立した生活を送るための支援を

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、それぞれの地域が抱える課題や資

源を明らかにし、地域において対応策を検討し、多職種協働による支援ネットワークの構

築を進めるための支援を行います。 

 
 

事業 取組の方向性 

小地域ケア会議の実施 

地域住民が主体となり、地域の課題を検討し、専門職、行政等ととも

に課題解決につなげている「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。 

また、既設の地域においても、新型コロナウイルス感染症に対応し

た新たな生活様式に合わせた形での会議の開催支援や、生活様式の変

化等に各地域において対応していくための対策を検討し、支援も行っ

ていきます。 

地域ケア個別会議の実施 

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

援に関するプラン検討を、地域、関係機関及び専門職が共に考え、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するため

の「地域ケア個別会議」において、サービスの質の向上を目指します。 
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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を中心として、地域における身近な総合相談窓

口として、電話や来所による相談受付、必要に応じた家庭訪問等を行い、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を受け、関係機関と連絡調整

を行います。 

さらに近年では、8050 問題をはじめ複合的な課題を抱える世帯の増加により、地域か

らの相談が多様化、複雑化、重複化していることから、特に相談の入口を担当するサブセ

ンターの体制強化が求められています。サブセンター各拠点の職員体制の充実を図り、他

機関・団体・職種との連携による包括的相談支援体制の構築を進めます。 

 

④広報・情報提供の充実 

「広報つやま」や「市ホームページ」等の媒体を用いた情報提供や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。 

また、介護保険サービスについて紹介・説明するためのパンフレットは、毎年度更新し、

常に最新の情報を提供できる体制を維持していきます。 

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、見やすさ、わかりやすさに一層の配慮をします。 

 

⑤地域包括ケアシステムを支える人材確保及び資質向上への支援 

地域包括ケアシステムを構築し、深化させていくには、システムを支える人を確保し、

育てていく必要があります。 

本市全体及び各地域における人材確保の取組を様々な形で支援し、持続可能な地域包括

ケアシステムへとつなげていきます。 

 

事業 取組の方向性 

人材確保への支援 

岡山県福祉・介護人材確保推進協議会やハローワーク等と連携し、情

報収集・発信を行っていきます。 

県と連携しながら新規介護人材の確保及び介護人材の定着支援を両

輪で進めます。 

加えて、住民主体の取組への積極的な支援を行い、地域における担い

手の確保と課題解決能力の向上を図ります。 

資質向上への支援 

在宅医療・介護連携推進事業において開催する研修会等、様々なスキ

ルアップのための機会を確保し、資質向上につなげていきます。 

併せて、多職種・同職種間の連携を強化し、顔の見える関係性づくり

を進める事で、互いに質の高いサービス提供を目指す仲間づくりへの支

援を行っていきます。 
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【津山版地域包括ケアシステム イメージ図】 
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※ 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「地域ケア個別会議」、
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。 
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（２）在宅医療・介護連携の推進  

住み慣れた地域でその人らしい生活が人生の最期まで続けることができるように医療・

介護の連携を強化し、切れ目のない在宅医療と介護体制の構築を目指して、「津山市在宅医

療・介護連携推進協議会」を中心に、令和 2 年度から「地域包括ケア検討部会」、「情報共

有部会」、「啓発・研修部会」に再編し、さまざまな取組を進めています。 

 

【在宅医療・介護連携のイメージ図】 
 
 
 

 
 
 
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は、地域における

医療・介護関係者の理解と協力を得ながら、実現できるように努めます。 
 

事業 取組の方向性 

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

を行っていきます。 

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

を行っていきます。 

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。また、津山市入退院支援ルールの

活用を推進し、入院・転院・退院時における医療と介護の連携体制の構

築を図ります。 

相談支援 

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を受け、関係機関につなげていきま

す。 

※かかりつけ医 
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在宅医療支援 

津山市医師会の協力を得て、診療時間外等の緊急対応、看取り体制等、

在宅医療支援の体制整備を推進します。 

また、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加に伴い自宅で

の慢性疾患の療養やターミナルケア等の支援を推進するため、在宅医療

の充実を図るとともに、医療機関との連携を強化し、地域の医療情報の

収集と提供を図ります。 

かかりつけ医の普及 

かかりつけ医は、診療の他に地域住民との信頼関係を構築し、健康相

談、健診・がん健診、母子保健、学校保健、産業保険、地域保健等の地

域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参加すると

ともに保健・介護・福祉関係者との連携を行うことで地域の高齢者が少

しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進することが求められ

ています。 

このため、かかりつけ医の活動支援体制を充実し、地域住民がかかり

つけ医を持つことができるよう普及啓発に努めます。 

※「かかりつけ医」とは、体調の管理や病気の治療・予防など、自分や家族の健康に関して日常的に相談でき、緊急の

場合にも対処してくれる身近で頼りになる地域医療・保健・福祉を担う医師のことです。地域包括ケアシステムにお

いても、かかりつけ医が中心となって医療・介護の連携や介護予防等を推進していくことが重要になります。 

 

②医療・介護関係者のネットワークづくり 

これまで定期的に研修会を実施してきたことにより、医療・介護関係者間での連携は進

んできています。 

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

つながり、互いの役割を共有し、スムーズな連携による、よりよい支援を目指して、研修

会を実施していきます。 
 

事業 取組の方向性 

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。 

オンライン会議の活用、分散会場形式での開催など、新たな形での資

質向上及び顔のわかる関係づくりのための研修会実施を検討していき

ます。 

 

③地域住民への普及啓発 

人生の最終段階における自分らしい生活のあり方を選択し、自身が望む生活を継続する

ためのサービスが選択できるよう、医療や介護に関する情報を発信していきます。 
 

事業 取組の方向性 

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（人生の終末期においてあ

なたが望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い共有す

る取組）など、必要に応じたテーマを設定して、普及啓発を行います。 

フォーラムの開催方法についても、新型コロナウイルス感染対策を考

慮した形で実施できるようにしていきます。 

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。 
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（３）地域共生社会の実現  

高齢者の日常生活を支える生活支援サービスを充実させるとともに、子どもから高齢者

まで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」が柔軟に関わることのできる、支え合いの関係づくりを進めていきます。 
 
①地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進 

高齢者が住み慣れた地域ではつらつと暮らすため、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推進します。また、高齢者世帯における課題について、包括的な支援

体制づくりを進めていきます。 
 

事業 取組の方向性 

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、福祉サービス事業者、商工業、企業、農

家等、地域で活動する様々な方との連携を図り、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 

学習会や講演会、高齢者との交流会等の開催により住民の福祉意識

の高揚を図り、地域における福祉活動への参加を促進します。 

高齢者だけでなく、幅広い年齢層への啓発も進めていきます。 

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す。ふれあいサロンの他、公的施設や空き

家・空き店舗等の有効活用など、地域交流の場の確保に取り組みます。 

人材の育成・確保 

ボランティアや地域リーダーの育成とネットワーク化を推進するた

め、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 

「市民の健康と福祉のまちづくり推進会議」の活動強化に向けた支

援に加えて、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、「こけないからだ講座」及び「ふらっとカフェ」等の活動の推進

による居場所を通じての相互見守り体制の強化を図ります。 

また、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」の輪を広げていきます。 
 
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、市を中心として、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、市全域（第 1層）、日常生活圏域（第 2

層）ごとに、生活支援コーディネーターを配置し、情報共有及び連携強化を進めていきま

す。 
 

事業 取組の方向性 

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

の養成を引き続き行います。 

生活支援コーディネー

ター 

日常生活圏域ごとに、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」を配置し、地域に応じた支援を進めていきます。 

情報共有・連携強化 
「定期的な情報の共有・連携強化の場」を設けて、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。 
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③高齢者が活躍できる地域づくり 

高齢化が進む中、これまでの人生で多くの知恵と経験を培ってきた高齢者の方が、自ら

の能力を発揮できる機会をつくることは、働く世代の減少による人材不足の課題解決のた

めにも必要です。高齢者がそれぞれの個性を発揮でき、自らの生きがいづくり、地域の担

い手となるよう、環境の整備に努めていきます。 
 

事業 取組の方向性 

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分野で活躍して頂く

ための支援も推進します。 

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、活動へ参加するきっかけづくり

を進めていきます。 

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、クラブ間の連携や情報共有への支援を行い、各地域においての活

動を維持していくための支援を進めます。 

高齢者の就労への

支援 

様々な形での就労を通して高齢者の社会参加促進のために、就労的活動

支援コーディネーターの配置を検討していきます。 
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（４）安全な生活環境の整備  

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 

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、

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 

津山市都市計画マスタープランと連携し、多様な居住ニーズに対応した快適で良好な居

住環境の整備を図るため、住宅相談会などを定期的に開催し市民への啓発に取り組みます。 

 

③高齢者の交通施策の充実 

津山市地域公共交通網形成計画と連携し、効率的・効果的な公共交通網を構築し、それ

を持続していくための施策に取り組みます。 

また、交通不便地域などにおける交通弱者に対して、小型車両による乗合交通などの手

法による公共交通の確保を目指し、誰もが利用しやすい公共交通の構築に向けての取組を

行います。 

また、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、夜光

反射材の配布等を継続します。利用者への取組、交通事業者への施策に取り組みます。 

また、多くの方が利用しやすい公共交通への改善に取り組みます。 

 

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。 
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⑤災害時の支援体制の整備 

地域防災計画に基づき、避難行動要支援者に関する情報を把握して「避難行動要支援者

名簿」を作成及び定期的な更新を行い、災害発生時に効果的な利用により、避難行動要支

援者に対する避難支援や迅速な安否確認等が適切に行われるよう努めます。 

また、一人ひとりの避難行動要支援者に対して複数の避難支援者を定めるなど、具体的

な個別計画の整備に努めるとともに、災害発生後の安全が確認された後に、避難行動要支

援者を指定緊急避難場所から指定避難所、あるいは一般の指定避難所から福祉避難所へ円

滑に移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあら

かじめ定めるよう努めます。 

これらの取組を進めるために、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。 

介護事業所に対しては、実地指導等の機会を通じて介護事業所で策定している非常災害

に関する具体的計画を定期的に確認します。また、避難訓練の実施状況や必要な物資の備

蓄・調達状況を確認するとともに、災害対策に関する情報の提供に努めます。 

 

⑥感染症対策と支援体制の整備 

新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、日頃から関係部署、地域の様々な関係機

関や関係団体等と連携して、支援が必要な要援護者を把握し、地域全体で継続的に見守る

体制を構築するとともに、まん延時には、日頃の見守り情報や避難行動要支援者台帳を活

用し、適切な支援につなげられるように対策を検討していきます。 

また、感染症がまん延した際には、あらゆる媒体を活用して正確かつ迅速に情報提供を

行うことはもちろん、高齢の要援護者に対しても、必要とする情報が確実に行き届くよう

な体制を整備します。 

新型コロナウイルス感染症については、高齢者の生活に深刻な影響を与えているため、

各種実施事業において、予防対策に配慮しつつ、高齢者の生活と身体を守るための支援を

重点的に行っていきます。 

介護事業所に対しては、実地指導等の機会を通じて介護事業所で策定している感染症対

応マニュアル等を確認し、訓練の実施や職員への感染症に対する研修の充実を促します。 
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２ 健康づくりの推進 
 

（１）栄養・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、生活の状況や健康状態により個別性の高い問題がみられるた

め、地域ケア個別会議等での検討及び支援体制の整備に努めます。 
 

第 2次健康つやま 21における目標 令和 4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 
 

（２）身体活動・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。 
 

第 2次健康つやま 21における目標 令和 4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 
 

（３）歯と口の健康  

市民へ歯と口の健康づくりについて周知啓発を行います。歯周病検診対象者への啓発を

行い、受診勧奨に努めます。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。 
 

第 2次健康つやま 21における目標 令和 4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 

 

（４）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。受動喫煙防止を促すとともに、適正飲酒の文化が広

まるように啓発していきます。 
 

第 2次健康つやま 21における目標 令和 4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 

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 
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（５）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努めます。 

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。 

 

第 2次健康つやま 21における目標 令和 4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 

 

（６）休養・こころの健康づくり  

こころの健康づくり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、新型コロナウイルス感染症の影響でうつ傾向になっている

方へのサポートも行っていきます。 

また、研修会や講座の開催、ゲートキーパーの養成等により、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。 

 

第 2次健康つやま 21における目標 令和 4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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３ 地域支援事業の推進 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業  

介護予防・日常生活支援総合事業では、65 歳以上のすべての方が利用できる一般介護予

防事業と、要支援認定を受けた方、基本チェックリストにより対象者と判定された方が利

用できる介護予防・生活支援サービス事業があります。 

いつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためには、自身でできることを活

かしながら生活することが重要であることから、自身でできることがなるべく多くなるよ

うにするための介護予防への取組と、自分らしく暮らしていくための日常生活への支援の

充実を図っていきます。 
 
①一般介護予防事業 

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

向上を図るために、介護予防事業を推進していきます。 
 

事業 取組の方向性 

介護予防把握事業 

関係機関との連携や地域への訪問を通じて、効果的かつ効率的な

地域の情報把握に努めます。 

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、小地域ケア会議に参加し、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充実させていきます。 

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努めます。 

地
域
介
護
予
防
活
動
支
援
事
業 

めざせ元気‼ 

こけないからだ講

座 

「めざせ元気‼こけないからだ講座」は、地域の仲間と一緒に体操

し、介護予防や認知症予防、閉じこもり予防に加えて、住民同士の見

守り活動の役割も兼ねて住民主体で運営しています。各種専門職に

よる健康教育などの効果的な取組を継続していきます。 

この講座は、みんなで集まって行う事を前提としており、新型コロ

ナウイルス感染予防に配慮した、新しい生活様式を踏まえた活動へ

の支援を行い、未実施地区への働きかけも並行して進めます。 

また、講座の運営の担い手となる、お世話役の養成の仕組みづくり

も検討していきます。 

加えて、講座の会場まで行けない、外出を控えている方などに対し

ても、自宅で運動を促すために、インターネット等を活用して広報活

動を進めます。 

ふらっとカフェ 

講座より細かな単位で高齢者の居場所づくりとして実施してい

る、「ふらっとカフェ」についても、新型コロナウイルス感染予防に

配慮した、新しい生活様式を踏まえた活動への支援を行い、既存の活

動を続けて頂けるようにするとともに、新規設置への支援も並行し

て進めます。 

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、各種事業を効果的に

実施していきます。具体的には「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地域ケア個別会議へのリハビリ専門職の参

加により技術的助言を行うなどの支援体制を維持していきます。 

高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施 

こけないからだ講座等において、フレイル（虚弱）や低栄養などの

地域特性や課題に合わせた講座メニューを加え、把握できた方の個

別的な重度化防止を行うなど、保健事業の取組を展開していきます。 
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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応えるサービスを提

供します。 

サービスの説明、周知啓発を行うとともに、多様な主体によるサービスの提供について

も働きかけを進めていきます。 

 

ア 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ていきます。 
 

事業 内容 

介護予防訪問サービス 

（従前型訪問サービス） 

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・調理などの自立に向

けた生活援助を行います。 

生活支援サポーター訪問サービス 

（緩和型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 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ていきます。 
 

事業 内容 

介護予防通所サービス 

（従前型通所サービス） 

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 介護予防ケアマネジメント 

要支援者に対し、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。  
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（２）認知症施策の推進 

認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、

多くの人にとって身近なものとなっています。 

こうした中、認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人が認知症

とともによりよく生きていくことができるよう、認知症の人の意思が尊重され、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を実現すべく、

国において、平成 27 年に「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づ

くりに向けて～」（新オレンジプラン）を策定。令和元年には認知症施策推進大綱が閣議決

定され、以下の 5つの柱を基本としています。 

１．普及啓発・本人発信支援 

２．予防 

３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

５．研究開発・産業促進・国際展開 
 

本市においても認知症施策推進大綱に沿って、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。 
 
【本市における認知症施策推進の考え方】 

  

大目標
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

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、本人や家族の尊厳を支え、
これから望む生活を支援することができる。

職域
（店舗、警察など）

連携

わたしたちが目指すもの（中目標）

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。

行政
介護・福祉関係者

医療関係者

地域の人

家族

本人・家族

本人
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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、認知

症バリアフリー社会を目指して、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周知啓発活動を進めていきま

す。 
 

事業 取組の方向性 

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。地域で認知症に

関わる様々な業種や子ども、学生などの若年層を含め幅広い年代に向け

て養成を進めていきます。 

新型コロナウイルス感染予防対策を考慮した養成講座の開催方式に

ついて改めて検討するとともに、サポーター活動を活発にするために、

サポーターとして養成された方のフォローアップや、サポーターの位置

付け、活躍の場についても改めて検討していきます。 

キャラバン・メイト 

養成・組織の活性化 

キャラバン・メイトの養成については、サポーター養成講座の開催状

況等を考慮して、新規養成を行います。 

キャラバン・メイトとして、積極的に認知症に関する予防・啓発活動

に参画できるよう組織的な活動への支援も進めます。 

チームオレンジ※1 

活動の中心となる認知症サポーターにステップアップ講座の受講を

進め、そのサポーターを中心に地域でチームオレンジを立ち上げ、地域

の認知症の人や家族の支援ニーズに寄り添った活動が行っていけるよ

う支援していきます。 

世界アルツハイマー

デー認知症啓発事業 

世界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や展示等の啓発イベントを開催します。 

開催にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策を考慮しつつ、

実施できるように努めていきます。 

「注文をまちがえる

かもしれないレスト

ラン」の開催 

認知症の理解啓発と本人の社会参加を進めるために、「注文をまちが

えるかもしれないレストラン」を、認知症地域支援推進員を中心として

引き続き開催していきます。 

また、このような事業を通して地域の企業や様々な業種に認知症への

理解を広げると共に、就労等につながる社会参画・活躍の場や機会の拡

充に向け事業への参画を進めていきます。 

若年性認知症への理

解の促進 

近年新たな社会的課題となっている若年性認知症への理解と啓発を

図るために、市民向けの講演会の開催、相談窓口の設置・啓発を行って

いきます。 

他分野との連携 

幅広い年代において、認知症に関する知識・理解の向上を図るため、

教育や地域づくり等の他分野と連携した取組を進めます。 

また、医療関係者・介護保険事業者等への認知症の理解啓発、社会資

源の活用、対応のスキルアップのための研修等を行っていきます。 

※1 チームオレンジとは、認知症サポーターとして既に地域で活躍されている方々に、それぞれのサポーター活動の任

意性を尊重しつつ、認知症の本人・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者をつなぎ、具体的な

活動を行っていく仕組みです。  
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【チームオレンジのイメージ図】 

 
資料：「『チームオレンジ運営の手引き』より」 

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の方が、相談しやすい体制づくりと必要

な医療・介護の情報提供や調整等の支援を行う体制の強化を図ります。 
 

事業 取組の方向性 

相談窓口の充実 

総合相談窓口の周知徹底を図り、認知症及び若年性認知症の人及び家

族の方が相談しやすい体制づくりに努めるとともに、認知症サポーター

などの地域において活動されている方が、相談窓口とのつなぎ役として

活動するなど柔軟な相談体制の構築を検討していきます。 

認知症初期集中支援

チームの配置 

チーム員の情報共有及びスキル向上を図るとともに、総合相談等の相

談窓口との連携を強化し、認知症初期の方をより早期にサポートできる

体制を構築していきます。 

認知症地域支援推進

員の配置 

認知症疾患医療センター及び初期集中支援チーム等との連携を図り、

地域における認知症に関する各種支援を行っていきます。 

認知症ケアパスの普

及 

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」を様々な機会で活用し、認知症の人やその家族に必要な

情報提供を行っていきます。 
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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強化していきます。 
 

事業 取組の方向性 

津山市見守り協定「つ

やま✿見守ろうねッ

ト」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へ報告して頂く津山市見守

り協定「つやま✿見守ろうねット」締結事業所の増加に向けた働きかけ

を行うとともに、市民への事業啓発、締結事業所への見守りに関する情

報提供、ネットワークの強化のための連絡会等も行っていきます。 

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恐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、早期発見に寄与する

ために、事業の啓発、協力者の増加に向けた取組を進めます。 

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場面を想定

した体験をすることで、実際に身近で行方不明者が発生したケースの早

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引き続

き実施します。 

 

④認知症の人やその家族への支援 

認知症の人や家族の精神的・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機会を広げて

いきます。 
 

事業 取組の方向性 

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」の立ち上げ支援を

行うとともに、既設のカフェへの活動支援も行っていきます。 

立ち上げ支援にあたっては、地域の実情に応じた支援を行うことがで

きるようにしっかりと地域の声を聞いていきます。 

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」の活動への支援を引き続き行っていきます。 
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（３）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、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 取組の方向性 

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。 

また、相談から適切な支援につなげるためにサブセンターの体制及び

関係機関との連携を強化します。 

加えて、相談窓口の周知を図り、来所を必要としない電話相談等の手段

の周知を重点的に行います。 

権利擁護業務 
※４．高齢者福祉サービスの充実（２）高齢者の権利擁護において、取組を記載

します。 

包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務 

ケアマネジャーとの情報交換や、関係機関の会議出席など、関係者・関

係機関との連携を密にしていくとともに、職員の資質向上を図って、より

よい支援体制の構築を図っていきます。 

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毎年度確認し、適正な運営と支援体制の見直し、

充実を図ります。 
 

（４）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 取組の方向性 

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ています。 

また、利用者数が少数となっている状況を鑑み、対象者や事業内容の見

直しを検討していきます。 

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進めています。 

また、関心が低い人への周知を行い、受講者の幅を広げることにより、

参加者の増加を図ります。 

家族介護慰労金支給

事業 

在宅で生活している要介護度 4 または 5 で、過去一年間介護サービス

を利用しなかった高齢者を介護している家族の主介護者に慰労金を支給

しています。 

対象者が適切に申請を行うことができるように努めていきます。 

成年後見制度利用支

援事業 

※４．高齢者福祉サービスの充実（２）高齢者の権利擁護において、取組を記載

します。 
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４ 高齢者福祉サービスの充実 
 

（１）高齢者の日常生活支援  

高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、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 取組の方向性 

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をできない時や、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ています。 

高齢者虐待等に迅速に対応できる緊急避難場所としても位置付けて

いるため、引き続き受入れのできる体制を維持していきます。 

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ています。 

ケアマネジャー等の関係者への周知を図り、必要な方が貸与を受けら

れるように努めていきます。 

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、その一部を助成しています。 

制度が有効に活用されるよう、ケアマネジャー等の関係者への周知を

図っていきます。 

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、戸別収集を

行っています。引き続き関係機関と連携を取りながら実施していきま

す。 

敬老事業 

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ています。 

引き続き取組を実施していきます。 

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なっています。 

制度の周知を図るとともに、適切な支給に努めていきます。 

家族介護者交流事業 

介護における心理的負担感の軽減等のために、介護者の交流を図る事

を目的として、「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連携しながら交流の輪を広げています。 

他の事業とも連携しながら、介護者同士が支え合うことのできるネッ

トワークづくりを進めます。 
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（２）高齢者の権利擁護  

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 取組の方向性 

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、高齢者虐待の早期発見、早期対応や

予防を図ります。 

困難事案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、高齢者への虐待防止支援と並行して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または

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、成年後見制度の利用促進に努めます。 

成年後見制度の広報・啓発、相談対応を強化することで、増加する成年後見

ニーズに対応し、誰もが必要な支援を受けられるように中核機関を設置しま

す。中核機関を中心に、地域連携ネットワークのコーディネートや協議会を開

催し、権利擁護に関する体制整備を進めるよう努めます。また、成年後見制度

の利用者と同じ地域住民の立場で本人に寄り添いながら支援を行う市民後見

人の養成・支援を行い、適切な貢献活動が行えるようにフォローアップを行い

ます。 

なお、中核機関の設置にあたっては、これまでの権利擁護支援の蓄積等を踏

まえ、権利擁護センターを有効に活用して取り組みます。 

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、防止に努めます。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、消費者被害情報のチラシを作成・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。 

（３）福祉施設等の活用  

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増えており、家族の支援が得られない、経済的

に生活できないなど、自宅での生活が難しくなった時に、多様な施設サービスにより、高

齢者が安心して生活できるように支援します。令和 2年度中の市内において、養護老人ホ

ーム 2か所、軽費老人ホーム（ケアハウス）6か所、老人福祉センター1か所設置されて

おり、必要に応じた支援を行っていきます。 

また、阿波保健センター・浴室棟（あば温泉）、高齢者総合福祉施設「めぐみ荘」につ

いては、市民の健康の増進、交流及び介護予防のための拠点として運営していますが、地

域の交流拠点施設として、一層の利用促進を図っていきます。  
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５ 介護保険サービスの充実 
 

（１）居宅サービス及び施設・居住系サービス確保のための方策  

 
①居宅サービス 

居宅サービスについては、これまでの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。 

後期高齢者人口の増加に伴い要介護認定者も増加すると予測され、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 

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、一定の目途が立ったと考えます。本計画においては、施設サービスの新規整備は行い

ません。 

また、令和 2年度中の市内において、住宅型有料老人ホームは 9か所、サービス付き

高齢者向け住宅は 5か所あります。これらについては県と連携して、情報共有を図り、

状況把握を行っていきます。 
 

（２）地域密着型サービス確保のための方策  

 
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介護の整備 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、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。 

夜間対応型訪問介護は、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あわせて提供するサービスです。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護については、居宅サービス

確保方策に沿った事業所支援を行います。 
 
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。 

本計画においては、居宅サービス確保方策に沿った事業所支援を行います。 
 
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 7期計画期間中は加茂・

阿波圏域について事業者の募集を行いましたが、第 8期計画においては公募による整備は

行いません。 

また、小規模多機能型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、今後のニーズを踏まえ検討

を行います。 
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④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。 

本計画においては、居宅サービス確保方策に沿った事業所支援を行います。 
 
⑤（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。 

本計画においては、施設・居住系サービス確保方策のとおり、新規の施設整備は行わな

いものとします。 
 
⑥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。 

本計画においては、施設・居住系サービス確保方策のとおり、新規の施設整備は行わな

いものとします。 
 
⑦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。 

本計画においては、施設・居住系サービス方策のとおり、新規の施設整備は行わないも

のとします。 
 

※ 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も、本計画において

は、新規整備の予定はなく、引き続き状況把握を行っていきます。 
（単位：床） 

区分 令和 2年度 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

増分 計 増分 計 増分 計 

（介護予防）
認知症対応
型共同生活
介護 

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 
※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みません。 

※地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数が 0 の圏域及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

は新規整備の予定がないため、記載していません。  
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（３）介護保険事業の円滑な運営  

 

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、介護サービス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 

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切に

認定し、本人が真に必要とする「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図っていくことが重要です。 

国の指針及び県の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

等の主要 5事業の取組を進めます。 
 

事業 取組の方向性 

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を実施し、認定基準の平準化に努めます。 

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

プラン点検を行うとともに、実地指導、研修会及びアドバイザー派遣

事業を通じて点検体制を強化していきます。 

ケアマネジメントの質の向上を目的に、市、地域包括支援センター、

関係機関の協働により、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。 

また、作業療法士等の専門職が、改修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。 

加えて、改修後に、その効果や本人を取り巻く環境変化について把

握し、より効果的な事業につなげるための仕組みも検討していきま

す。 

縦覧点検・医療情報との

突合 

国民健康保険団体連合会の適正化システムによる情報により、給付

状況の点検を引き続き行い、適正な給付に努めます。 

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の介護

給付費通知を、引き続き定期的に行っていきます。 

  



第４章 計画の取組 

74 

 

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。 

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、運営に係る審議を行い、適正な運営確保に努めます。 

 

④相談体制の充実及び苦情処理 

地域包括支援センターの総合相談窓口を中心として、関係機関の連携による相談体制の

充実を図るとともに、地域住民等を含めた支え合いの仕組みづくりを進めることで、相談

しやすい環境づくりを進めていきます。 

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

つなげていきます。 

 

⑤関係機関・部門との連携 

あらゆる機会を関係機関との連携強化の機会ととらえ、関係機関との協働により、津山

市ならではの地域包括ケアシステムの体制強化を図ります。 

本市においても、福祉部門はもとより、税、交通、建設、防災等の関係部門との緊密な

連携を図り、総合的に高齢者の暮らしを支援していきます。 

 


