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は　じ　め　に

　本市においては、平成２９年１０月１日現在の総人口に占める６５歳以上の高齢者人口の

割合（高齢化率）は、２９．６％となっており、いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる平成

３７年には、高齢化率が３１．５％と３割を超えるとともに、７５歳以上人口の割合も１９．３％

と２割に迫るなど、更なる高齢化の進展が見込まれています。

　また、我が国の認知症高齢者数も年々増加し、平成３７年には約７００万人、高齢者の５

人に１人が認知症になると見込まれており、本市においても、同様の傾向が予想されます。

　このような中で、誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けてい

くためには、高齢者の健康づくりと介護予防の効果的な推進が求められているほか、住ま

い・医療・介護・介護予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構

築はもとより、これを更に深化・推進していくことが非常に重要となっています。

　本市では、「みんなが活躍し　支え合う　ともにめざす健康長寿のまち　射水　～地域

包括ケアシステムの深化・推進～」を基本理念とし、直近の介護保険制度改革等を踏まえ、

アンケート調査やパブリック・コメントにより市民の皆様のニーズを反映させた「射水市高

齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画」を策定いたしました。

　今後は、本計画で掲げる６つの基本目標①健康づくりと介護予防の推進、②社会参加の

推進と生きがいの創出、③在宅生活を支援する取組の充実、④支え合いと連携の推進、

⑤介護サービス基盤の充実、⑥明日を支えるひとづくり、の達成に向け、着実に施策を展開

してまいりますので、市民の皆様及び関係機関・団体の方々のご理解とご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。

　終わりに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見並びにご尽力をいただきました射水市

高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進委員の方々をはじめ、アンケート調査にご協力い

ただきました市民の皆様及び事業所の方々並びに関係各位に心から感謝申し上げます。

平成３０年３月　射水市長　夏 野  元 志
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第1章 計画の策定について

１ 計画の位置付け

　この計画は、いわゆる団塊の世代がすべて７５歳以上となる平成３７年（２０２５年）を見据え、今後３年
間における高齢者の保健・福祉・介護サービス分野の基本的な政策目標と、その実現に向けて取り組むべ
き施策をお示しするものであり、地域のニーズを踏まえ、老人福祉法に基づく「高齢者保健福祉計画」と、
介護保険法に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定したものです。

２ 計画期間

　本計画は、平成３０年度（２０１８年度）から平成３２年度（２０２０年度）までの３年間を計画期間とし
ます。
　ただし、社会情勢の変化等を踏まえ、状況に応じて見直しを図ります。

平成27年（2015年） 平成37年（2025年）

団塊の世代が65歳に 団塊の世代が75歳に

平成37年（2025年）までの見通し

第６期計画
平成27～29年度

（2015～2017年度）

第７期計画
平成30～32年度
(2018～2020年度)

第８期計画
平成33～35年度

（2021～2023年度）

第９期計画
平成36～38年度

（2024～2026年度）
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３ 他計画等との関連

　この計画は、以下の諸計画と調和・整合を図りながら策定しました。

分野別計画

射水市高齢者保健福祉計画
・第７期介護保険事業計画

・第５期射水市障害福祉計画
・射水市子ども・子育て支援事業計画
・射水市健康増進プラン

第２次射水市地域福祉
活動計画(市社会福祉協議会)
（平成28～32年度（2016～2020年度））

H28.3（2016．3）策定

（平成30～32年度（2018～2020年度））
H30.3（2018.3）策定

（平成30～35年度（2018～2023年度））
H30.3（2018.3）策定

富山県高齢者保健福祉計画
・第７期介護保険事業支援計画

富山県医療計画

射水市（国民健康保険）
射水市データヘルス計画

（平成30～35年度（2018～2023年度））
H30.3（2018.3）策定

第２次射水市総合計画（平成26～35年度（2014～2023年度））H27.3（2015.3）策定

射水市地域福祉計画
（平成23～32年度（2011～2020年度））

H23.3（2011.3）策定（H28.3（2016.3）中間見直し）

（平成30～32年度（2018～2020年度））
H30.3（2018．3）策定
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４ 介護保険法等の改正について

　平成２９年（２０１７年）６月、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する
法律」が公布されており、本計画はこの改正内容を踏まえて策定しました。

■法改正のポイント

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の
持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供される
ようにする。

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進
　（1）自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進
　（2）医療・介護の連携の推進等
　（3）地域共生社会の実現に向けた取組の推進等

２ 介護保険制度の持続可能性の確保
　（1）２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。
　（2）介護納付金への総報酬割の導入
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１ 高齢者を取り巻く現状と将来推計 

（１） 高齢者人口の推移と将来推計
　本市の総人口は減少傾向にあり、これまで増加傾向にあった６５歳以上の高齢者人口についても、平
成３２年（２０２０年）から平成３７年（２０２５年）にかけて減少に転じると推計しています。
　ただし、介護リスクが高いとされる７５歳以上人口は、引き続き増加していくものと推計しています。

（単位：人、％）

28.8

13.3

29.2

13.7

29.6

14.1

30.0

14.6

30.4

15.1

30.9

15.5

31.5

19.3

第2章 計画策定の背景
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100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

（人）
35%

30%

25%

20%

15%

10%
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0%

総人口
高齢者人口
高齢化率

高齢化率
（65歳以上）

（75歳以上）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

平成31年
（2019年）

平成32年
（2020年）

平成37年
（2025年）

13.3% 13.7% 14.1% 14.6% 15.1% 15.5%
19.3%

92,308

26,549

91,834

26,789

91,359

27,030

90,885

27,271

90,409

27,510

89,934

27,751

86,869

27,402

28.8% 29.2% 29.6% 30.0% 30.4% 30.9% 31.5%
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（２） 高齢者の世帯状況と将来推計
　これまで増加傾向にあった「６５歳以上の高齢者のいる世帯」は、平成２７年（２０１５年）から減少に
転じ、「高齢者夫婦のみの世帯」についても平成３２年（２０２０年）から平成３７年（２０２５年）にかけ
て減少に転じるものと推計しています。
　ただし、高齢者の「ひとり暮らし世帯」については、一貫して増加するものと推計しています。

（単位：世帯、％）

42.4 43.3 46.7 51.5 44.2 44.3

71.5 68.1 63.9 62.6 52.7 51.1

18.0 19.2 21.7 20.3 25.0 25.2

10.5 12.7 14.3 17.2 22.3 23.7
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（３） 要介護等認定者数の推移と将来推計
　要介護等認定者の総数は、概ね増加傾向にあります。
　ただし、平成２９年度（２０１７年度）から介護予防・日常生活支援総合事業を開始したことに伴い、
要支援認定を受けずにサービスの利用が可能となったこと等から、要支援１、２の認定者数が一時的に
減少しています。

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

（人）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

平成31年
（2019年）

平成32年
（2020年）

平成37年
（2025年）

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５5,004
612
688
659

787

1,033

555
670

600
698
685

764

1,123

597

700

590
731

709

817

1,148

538
518

596

737

716

802

1,189

573
613

610

757

738

818

1,217

582
626

626

780

763

835

1,246

597
636

707

884

847

933

1,389

657

700

5,167 5,051 5,226 5,348 5,483
6,117
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（４） 認知症高齢者の推移と将来推計
　要介護等認定者のうち、日常生活自立度Ⅱａ以上の方の人数は、一貫して増加傾向にあります。

※「日常生活自立度Ⅱａ以上」…たびたび道に迷ったり、買い物や事務、金銭管理など、これまででき
たことにミスが目立つ状態

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

（人）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

平成31年
（2019年）

平成32年
（2020年）

平成37年
（2025年）

3,124 3,116 3,175 3,271 3,365 3,458
3,904
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２ 日常生活圏域の設定

　日常生活圏域は、地理的条件、人口、交通事情に加え、介護給付等対象サービスを提供するための施設
の整備その他の社会的条件等を総合的に考慮し、以下の７圏域を定めています。
　また、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らしていけるよう総合相談窓口として、地域包括支援セ
ンターを市内５か所に設置しています。

高岡市

庄川

新湊東地域包括支援センター

新湊西地域包括支援センター

小杉・下地域包括支援センター

小杉南地域包括支援センター

大門・大島地域包括支援センター

大門・大島地域
包括支援センター

小杉・下地域
包括支援センター

小杉南地域
包括支援センター

地域包括支援センター圏域図

大島
生活圏域

小杉北部・下
生活圏域

小杉南部
生活圏域

新湊南部
生活圏域

新湊東部
生活圏域

新湊中部
生活圏域

大門
生活圏域

新湊西地域
包括支援センター

新湊東地域
包括支援センター
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３ アンケート調査の結果概要

（１） 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
　６５歳以上の高齢者の日常生活や健康づくり、社会参加等に係る現状と今後の活動意向や施策の認
知度等を把握することを目的とし、次のとおり実施しました。

＜調査結果の概要＞
①家族構成
　家族構成は、「夫婦２人暮らし（配偶者６５歳以上）」が３２．５％で最も多く、「１人暮らし」の１０．９％
を合わせると４３．４％となっています。
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②主な介護・介助者
　普段の生活で介護・介助が必要な方に係る主な介護・介助者は「配偶者（夫・妻）」が３０．２％で最も多
く、次いで「息子」が２０．１％、「娘」が１５．２％等の順となっています。

③現在の健康状態
　現在の健康状態については、「まあよい」が６８．６％で最も多く、次いで「あまりよくない」が１７．６％、
「とてもよい」が７．９％、「よくない」が２．０％の順となっています。
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④　現在治療中又は後遺症のある病気
「高血圧」が４０．９％で最も多く、次いで「目の病気」が１４．７％、「ない」が１４．０％、「糖尿病」が
１２．８％、「高脂血症（脂質異常）」、「筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）」が同率１２．７％等の順
となっています。
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⑤現在の場所に住んでいるうえでの困りごと
　「商店が近くにない」が３６．６％で最も多く、次いで「病院が近くにない」が２０．３％、「公共交通機関
が近くにない」が１７．３％となっています。

⑥今後も現在の場所に住み続ける意向
　「住み続けたい」が６５．５％で最も多く、次いで「できれば住み続けたい」が２３．５％、「できれば住み
替えたい」が６．７％、「住み替えたい」が１．９％の順となっています。
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⑦現在の場所に住み続けるために必要な環境
　「自宅への往診など」が３７．２％で最も多く、次いで「万一の場合にかけつけてくれる人」が２９．８％、
「自宅で身の回りの世話をしてくれる人がいる」が２６．８％、「買い物などの世話をしてくれる人がいる」
が２５．５％、「相談者が身近にいる」が２２．２％等の順となっています。
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⑧趣味の有無
「趣味あり」が７０．４％、「思いつかない」が２３．２％となっています。

⑨生きがいの有無
「生きがいあり」が５９．６％、「思いつかない」が３１．７％となっています。

⑩地域活動への参加状況
「ⅵ 町内会・自治会」を除き、いずれの活動も「参加していない」が最も多くなっています。

ⅰ　ボランティアのグループ

ⅱ　スポーツ関係のグループやクラブ

ⅲ　趣味関係のグループ

ⅳ　学習・教養サークル

ⅴ　老人クラブ

ⅵ　町内会・自治会

ⅶ　収入のある仕事

ⅰボランティア

のグループ

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

0.9

1.1

2.1

7.2

8.1

46.4

34.2

3.2

7.7

8.2

6

4.5

39.4

30.9

2.3

5.2

7.4

11.7

7.1

37.3

29

0.6

0.9

2

4.3

5.2

48.2

38.6

0.7

0.8

2.1

8.4

17.8

39.8

30.4

0.8

0.9

1.4

9.7

31.3

25.4

30.4

14.5

6.7

1.3

2.8

3.4

40.1

31.3

ⅱ　スポーツ

関係の

グループや

クラブ

ⅲ　趣味関係

のグループ

ⅳ　学習・

教養サークル
ⅴ　老人クラブ

ⅵ　町内会・

自治会

ⅶ　収入のある

仕事

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

（単位：％）
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⑪趣味等のグループ／参加者としての参加意向
「参加してもよい」が５４．０％で最も多く、次いで「参加したくない」が２９．３％、「是非参加したい」が
１１．７％の順となっています。

⑫趣味等のグループ／企画・運営としての参加意向
「参加したくない」が５５．４％で最も多く、次いで「参加してもよい」が３５．０％、「是非参加したい」が
３．３％の順となっています。

⑬家族や友人・知人以外の相談相手
「医師・歯科医師・看護師」が２５．２％で最も多く、次いで「地域包括支援センター・役所・役場」が
１５．２％となっています。なお「そのような人はいない」は３３．２％となっています。
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⑭地域包括支援センターの認知度
　地域包括支援センターの認知度については、「はい」が５０．０％、「いいえ」が４４．７％となっていま
す。

⑮生活機能のリスク判定
　それぞれのリスク評価項目について、３０％を超えるものは認知機能リスクが４４．０％、うつ傾向リス
クが３８．３％となっています。

7.47.4

4.24.2

5.45.4

2.42.4

6.26.2
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⑯今後、高齢者保健福祉施策で市が力をいれていくべきもの
「家族の介護負担を軽減するための施策の充実」が６２．４％で最も多く、次いで「ひとり暮らし高齢者へ
の支援」が４３．４％となっています。
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⑰今後の介護保険料についての意見
「介護サービスの充実よりも保険料をあまり高くしないようにしてほしい」が４１．０％で最も多く、次いで
「保険料が高くなっても介護サービスが充実している方がよい」が２６．２％、「わからない」が２１．２％等
の順となっています。

以上の調査結果等から次の５点の課題をまとめました。 

(1) 主な介護・介助者の半数以上が家族の方であり、家族（介護・介助者）へのサポートの充
実を図ることが重要であること。（P１４②、P２１⑯）

(2) 現在の場所に住み続けるために必要な環境として、自宅への往診や万一の場合にかけつけ
てくれる人がいることとなっていることから、医療・介護関係者の情報共有の支援等在宅医
療と介護の連携を一層推進していく必要があること。（P１７⑦）

(3) 趣味や生きがいが思いつかない人が２～３割程度いること、また地域活動に参加していな
い比率が比較的高いことから、社会参加の推進や生きがいの創出を図る必要があること。
（P１８⑧～⑩）

(4) 家族や友人・知人以外の相談相手がいない人が３３．２％となっていることから、地域での
支え合い体制づくりや相談先の周知・啓発をより推進する必要があること。（P１９⑬）

(5) 生活機能のリスク判定では、認知機能とうつ傾向が、３０％を超えており、特にこの２つの
リスク軽減に向けた取組を推進する必要があること。（P２０⑮）
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（２）在宅介護実態調査
　在宅で生活をしている要介護認定を受けている方と、主な介護者の方を対象として、サービス利用の実
態やニーズの所在を把握することを目的とし、次のとおり実施しました。

＜調査結果の概要＞
①主な介護者の性別及び年齢
　主な介護者の方の性別は、「男性」が２５．９％、「女性」が７２．７％となっています。年齢は、「６０
歳代」が最も多く３４．８％、次いで「５０歳代」が２３．４％、「７０歳代」が２１．１％、「８０歳以上」が
１０．８％等の順となっています。
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② 過去１年間の間に、介護を主な理由として仕事を辞めた親族がいるか
「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が８４．９％と最も多いが、「主な介護者等が仕事を辞
めた」、「主な介護者等が転職した」など、仕事を辞めたり転職した家族・親族については合計６．１％と
なっています。

③主な介護者の勤務形態
「働いていない」が４８．０％と最も多く、次いで「フルタイムで働いている」が３０．０％、「パートタイムで
働いている」が１９．３％等となっています。
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④介護者は、働きながら介護を続けていけそうか
「問題はあるが、何とか続けていける」が４５．５％と最も多く、次いで「問題なく、続けていける」が
３３．３％、「続けていくのは、やや難しい」が３．１％、「続けていくのは、かなり難しい」が１．６％等の順と
なっています。

⑤介護者が不安に感じる介護等について
「認知症状への対応」が３４．６％と最も多く、次いで「夜間の排泄」が３２．７％、「日中の排泄」が
２７．５％、「外出の付き添い、送迎等」が２１．９％、「入浴・洗身」が２１．５％等の順となっています。
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調査結果から、次の５点の課題をまとめました。

(1) 主な介護者の年齢は、６０歳以上が半数以上を占めていることから、介護者自身の心身の
ケアが必要であるとともに、在宅での介護を支援していくための取組が必要であること。

（P２３①）

(2) 介護者の半数近くの方が、働きながら介護を続けていくことに何らかの問題があると感じ
ており、介護離職ゼロを目指していく上で、介護休業や介護休暇制度の充実、労働時間の柔
軟性向上等の働き方改革について、企業等と連携して促進していく必要があること。

（P２４③、Ｐ２５④）

(3) 介護者が不安に感じる介護等について、「認知症状への対応」を挙げる方が最も多いこと
から、認知症に対する知識・対応スキルの提供や向上を図るとともに、地域包括支援セン
ターなどの相談先について、家族・地域住民等に周知していく必要があること。（P２５⑤）

(4) 介護者が不安に感じる介護等について、「夜間の排泄」、「日中の排泄」、「入浴・洗身」、
「服薬」等が多いことから、自宅を訪問して日常生活上の支援を行うサービスについて、広く
周知していく必要があること。（P２５⑤）

(5) 介護者が安心して介護できるよう、「外出同行（通院、買い物等）」や「移送サービス（介
護・福祉タクシー等）」等のサービスについて、広報、ケーブルテレビや出前講座等を通じて
市民への周知を行うとともに、ニーズに合った改善を検討する必要があること。

　　また、地域住民による「見守り・声かけ」など、社会全体で高齢者を支える意識を共有して
いく必要があること。（P２５⑤）
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（３） 事業者調査
　介護サービス事業者が提供するサービス内容等の実態や課題を把握することを目的とし、次のとお
り実施しました。

＜調査結果の概要＞
①利用者から受けた相談や苦情
「サービス内容に関するもの」が５８．２％と最も高く、次いで「職員の態度に関するもの」が２８．４％、
「利用手続きに関するもの」が２７．６％、「介護認定の結果について」が２６．９％等の順となっていま
す。

【複数回答】

②高齢者虐待が疑われる方の把握
「ほぼ把握している」、「十分には把握できていない」が同率で３９．６％、次いで「ほとんど把握していな
い」が１４．９％となっています。
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③高齢者虐待の要因
　高齢者虐待の要因については、「介護をしている人の介護疲れ」が５６．０％と最も高く、次いで「高齢
者本人の認知症による言動や行動の混乱」が５４．５％、「高齢者と虐待者とのこれまでの人間関係」が
４０．３％等の順となっています。

【複数回答】

④人材育成・教育制度の内容
「各種研修会への参加支援」が９４．３％と最も高く、次いで「職員のスキルアップを目的とした研修制
度」が７７．４％、「新入職員のフォローアップ」が ４３．４％、「他事業所との情報交換、職員研修」が
３４．９％等の順となっています。

【複数回答】
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⑤人材確保・定着のために実施している取組
「できるだけ本人の希望にそった勤務調整を行っている」が７８．４％と最も高く、次いで「職場内の交流
を深め、コミュニケーションの円滑化を図っている」が６７．２％、「研修・教育制度を充実」、「上司（経営
者）と面談により、意見や要望を直接話せる機会を設けている」が同率５２．２％、「できるだけ異動希望に
そった職場に配置している」が４５．５％等の順となっています。

【複数回答】

⑥評価制度の導入
「内部評価制度を導入している」が４４．８％と最も高く、次いで「導入していない」が２０．１％、「導入を
検討中」が１４．９％等の順となっています。
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⑦事業を展開する上での課題
「人材の確保・定着が難しい」が６７．２％と最も高く、次いで「職員の介護技術やマナー、コミュニケー
ション技術の向上が必要である」、「職員配置やシフトの調整が難しい」が同率４２．５％等の順となって
います。

【複数回答】

⑧在宅療養支援を進めるために必要な取組
「緊急時に入院を受け入れる後方支援病院を確保する」が５４．５％と最も高く、次いで「医療的ケアが必
要な人が利用できるショートステイ施設を整備する」が３９．６％等の順となっています。

【複数回答】
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調査結果から、次の４点の課題をまとめました。

(1) 利用者から受けた相談や苦情は、「サービス内容に関するもの」が５８．２％と最も高く
なっており、更なるサービス向上に向け、相談や苦情を有効に活用していく必要があること。
（P２７①）

(2) 高齢者虐待が疑われる方を十分に把握できていない現状を改善するため、介護職員への
更なる意識啓発や介護知識と技術のスキルアップが必要であること。また、内部・外部の評
価制度について、更なる導入促進が必要であること。（P２７②、P２８③、P２９⑥）

(3) 人材確保・定着のため様々な取組が展開されてはいるものの、依然として人材の確保・定
着が難しいという課題を挙げる事業者が多いことから、これまでの取組を継続することにと
どまらず、全国における様々な成功事例の情報を共有するなど、新たな取組が必要であるこ
と。（P２９⑤、P３０⑦）

(4) 在宅療養支援として、緊急時の対応（体制）も含め、医師・看護師・医療ソーシャルワー
カー・リハビリテーション専門職等の医療職やケアマネジャー・介護サービス事業者等、医
療や介護に関わる多職種間の顔の見える関係づくりを行い、連携を更に強化する必要がある
こと。（P３０⑧）
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１ 基本理念

　健康寿命の延伸は、あらゆる市民の究極的な願いであると同時に、介護保険制度をはじめとする我が
国の社会保障制度そのものの持続可能性が懸念されている今日、その社会的意義はますます高まってい
ます。
　また、高齢者の方々が、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、「地域包括ケアシ
ステム」の構築はもとより、これを更に深化・推進し、だれもが役割を持ち、支え合いながら、高齢者を取
り巻く複合化・複雑化した諸課題に対し、他人事ではなく我が事として、縦割りではなく丸ごと解決してい
くための体制づくりが求められています。

このことを踏まえ、本計画では、

みんなが活躍し　支え合う　ともにめざす健康長寿のまち　射水
～地域包括ケアシステムの深化・推進～　

を基本理念に掲げ、以下の６つの基本目標の達成に向け、着実に施策を展開していくこととします。

２ 基本目標

（１） 健康づくりと介護予防の推進
　地域住民の健康づくり・介護予防に係る取組を支援するとともに、疾病の早期発見・早期治療による
重症化予防施策を推進するなど、市民と行政が力を合わせて健康寿命の延伸に取り組みます。

（２） 社会参加の推進と生きがいの創出
　高齢になっても役割を持ち、社会に貢献することが生きがいの創出につながることから、意欲ある高
齢者が様々なフィールドで自分らしく活躍できるよう、各種団体と連携した生きがいづくりを推進しま
す。

第3章 計画の基本的な考え方
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（３） 在宅生活を支援する取組の充実
　ボランティアや民間事業者等と連携し、多様な生活支援サービスを効果的かつ効率的に提供できる
体制を整備します。
　併せて、住宅のバリアフリー化への支援や防犯・防災体制の充実も含め、高齢者が在宅で安心して暮
らすことのできる環境づくりを推進します。

（４） 支え合いと連携の推進
　地域包括支援センターの一層の機能強化を図るとともに、あらゆる住民が役割を持ち、支え合いな
がら、高齢者を取り巻く複合化・複雑化した諸課題に対し、他人事ではなく我が事として、縦割りではな
く丸ごと解決していくための体制づくりを推進します。
　併せて、医療と介護の連携、認知症対策の強化に取り組みます。

（５） 介護サービス基盤の充実
　介護保険事業の適正運営を通じ、市民からより信頼される保険者を目指すとともに、必要な介護サー
ビスを安心して受けられるよう、サービス基盤の充実を図ります。

（６） 明日を支えるひとづくり
　介護人材の確保が大きな課題となっていることを踏まえ、人材確保・育成への支援や、働きたいと思
われる事業所づくりを目指す事業所の支援に努めるとともに、地域における支え合い体制の担い手づく
りに取り組みます。
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３ 施策体系

基本理念

（１）健康づくりの推進
ア　生活習慣病予防、疾病の重症化予防
イ　運動習慣の普及啓発
ウ　特定健診、健康診査、がん検診の受診率向上
エ　健康的な食習慣の普及啓発
オ　口腔機能の維持向上
カ　こころの健康に関する知識の普及啓発

（２）介護予防の推進
ア　介護予防対象者の把握
イ　自主的・総合的な介護予防の推進
ウ　地域ぐるみの介護予防活動の支援
エ　介護予防・生活支援サービスの体制整備

基本目標１　健康づくりと介護予防の推進

ア　自主的な社会貢献活動の促進
イ　老人クラブ活動への支援
ウ　高齢者レクリエーション、スポーツの推進
エ　世代を超えたふれあいづくり
オ　シルバー人材センターの運営支援
カ　豊かな経験や高い能力を生かす雇用の促進

基本目標２　社会参加の推進と生きがいの創出

ア　在宅生活の支援
イ　精神的・経済的負担の軽減
ウ　生活を支援する施設の活用
エ　高齢者の見守り活動の推進
オ　防犯・交通安全対策の推進
カ　防災対策の推進
キ　高齢者の居宅支援
ク　住宅改修指導の推進

基本目標３　在宅生活を支援する取組の充実

みんなが活躍し　支え合う　ともにめざす健康長寿のまち　射水
～地域包括ケアシステムの深化・推進～
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（１）自立支援・重度化防止に向けた体制整備
ア　地域包括支援センターの機能強化
イ　地域ケア会議の定着・充実

（２）在宅医療と介護連携の推進
ア　地域資源の把握
イ　課題の抽出と対応策の検討
ウ　切れ目のないサービス提供体制の構築
エ　情報の共有支援
オ　相談体制の構築
カ　研修会の開催
キ　市民への普及啓発
ク　関係市との連携

（３）認知症高齢者等と家族への支援の充実
ア　認知症の知識の普及啓発
イ　早期発見・早期対応システムの充実
ウ　認知症高齢者等を支える介護関係者の対応力向上支援
エ　若年性認知症施策の実施
オ　認知症高齢者等とその家族への支援
カ　認知症高齢者等や家族を地域で支えるネットワークの構築

（４）高齢者の虐待防止と権利擁護の推進
ア　高齢者虐待と権利擁護に対する意識啓発
イ　高齢者虐待の早期発見・早期対応の推進
ウ　成年後見制度の利用支援と市民後見人の育成支援
エ　消費者被害の防止

（５）地域支え合いネットワーク事業の推進
ア　生活支援コーディネーターと協議体の設置

基本目標４　支え合いと連携の推進

（１）介護保険事業のサービス利用量の実績と見込み
（２）介護サービスの基盤整備の目標
（３）事業費及び保険料の算定
（４）介護保険制度の適正運営

基本目標５　介護サービス基盤の充実

ア　人材の確保・育成への支援
イ　潜在的有資格者等への就業支援
ウ　富山県事業との連携
エ　働き先として選ばれる福祉事業所づくりへの支援
オ　介護予防・生活支援サービス従事者研修の開催
カ　住民サポーター講演会、研修会の開催（再掲）
キ　認知症サポーターの養成（再掲）
ク　市民後見人の育成支援（再掲）

基本目標６　明日を支えるひとづくり
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１ 健康づくりと介護予防の推進

【現状と課題】
　「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、現在の健康状態について、「とてもよい」と
「まあよい」を合わせ７６．５％となっており、主観的な健康状態は良好な方が多くを占めます。
（P１4③）
　一方、現在治療中又は後遺症のある病気について、「ない」が１４．０％であるのに対し、「高
血圧」が４０．９％を占めており、生活習慣へ留意する必要性が伺えます。（P１5④）
　高齢者自身が健康増進や生活習慣病の発生予防・重症化予防に向けた意識を持ち、生活の
質の向上や健康寿命を延ばすための健康づくり・介護予防に主体的に取り組む必要がありま
す。

【施策の方向性】
　健康増進や疾病の重症化予防による健康寿命の延伸を目指し、高齢者の特定健康診査・特
定保健指導の受診率・実施率向上を目指します。
　また、住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、要介護状態の発生を防ぐことや、要介
護状態になってもできるだけ悪化を防ぐことが重要であることを啓発し、住民が主体的に介護
予防に取り組む機運を高めます。
　併せて、関係機関との連携を図り、介護予防事業をより効果的に推進します。

（１）健康づくりの推進
ア　生活習慣病予防、疾病の重症化予防

　健康づくりに積極的に取り組もうとする人だけでなく、健康づくりに無関心な人、時間的なゆとりの
ない人も含め、より多くの住民に対し、生活習慣病予防や健康づくり、疾病の早期発見や早期治療に関
する知識の普及を図ります。
　健康寿命の延伸、健康格差の縮小を目標とし、一次予防だけでなく、合併症や症状の進行予防など
重症化予防も重視した取組を行います。

イ　運動習慣の普及啓発
　ねんりんピック富山２０１８の開催を契機に、総合型スポーツクラブやスポーツ施設等と連携し、働き
盛りの世代も含め、運動習慣を身に付けることの重要性について啓発活動を行います。
　日常生活における運動量の増加を目指すスマートフォンアプリ等の導入、活用を進めるなど、楽しく
運動できる環境づくりを支援します。

第4章 施策の展開
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ウ　特定健診、健康診査、がん検診の受診率向上
　生活習慣病の発症及び重症化予防のため、国民健康保険被保険者の特定健康診査、後期高齢者の
健康診査の受診率向上を図るとともに、射水市データヘルス計画に基づき、効果的・効率的に特定保健
指導を実施します。
　定期的にがん検診を受けることは、がんの早期発見、早期治療につながるため、より受診しやすい環
境を整える（重点年齢への受診費用の助成、全国健康保険協会の特定健康診査との同日検診の実施）
など、受診率の向上に努めます。

■指標

※　平成 29 年度（2017 年度）は実績見込値、平成 30 年度（2018 年度）以降は
　見込値（以下同じ）

 （単位：％）

エ　健康的な食習慣の普及啓発
　健康な食生活を学ぶ機会の提供や食生活改善推進員と連携した食生活改善事業により、低栄養予
防や介護予防、メタボリックシンドローム等の生活習慣病予防の普及啓発を推進します。
　高血圧の治療を受けている方の比率が高いことを踏まえ、食事バランスガイドの活用など、減塩、野
菜の摂取量を増やすことに重点を置いた取組を推進します。

オ　口腔機能の維持向上
　生涯を通じて歯科疾患を予防し、歯の喪失を抑制することは、高齢期における歯・口腔機能の維持に
つながるとともに、口腔の状態は全身の健康状態にも影響することから、口腔内の手入れや口腔体操
など口腔ケアの実践について普及啓発を図ります。
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カ　こころの健康に関する知識の普及啓発
　高齢者の孤独化などによるうつ病やアルコール依存症の発生を予防するため、こころの健康問題を
気軽に相談できるよう、保健センターや地域包括支援センターにおける相談支援体制の充実を図りま
す。
　こころの悩みを抱える方に対する相談会の開催や、地域で健康づくり事業に取り組んでいるボラン
ティアを対象とした、ゲートキーパー人材の育成に取り組みます。

（２）介護予防の推進

ア　介護予防対象者の把握
　地域包括支援センターが高齢者実態把握調査、地域の集いの場へ出向くこと等により、介護予防対
象者の早期の把握に努めます。
　また、民生委員や地域住民とも緊密な連携を図り、対象者の把握に努めます。

イ　自主的・総合的な介護予防の推進
　自主的な介護予防の取組の重要性について、高齢者を対象に出前講座を開催する等啓発に努めると
ともに、認知症の人の増加を見据え、認知症予防や早期発見に向けた出前講座を積極的に行います。
　また、運動・栄養・口腔・認知症予防を組み合わせた介護予防教室を開催するなど、リハビリテー
ション専門職とも連携を取りながら、一人ひとりのプランに基づいた介護予防に取り組みます。

（実施回数）

■指標 　　（単位：回）

ウ　地域ぐるみの介護予防活動の支援
　地域ふれあいサロンやきららか射水１００歳体操を継続して実践するグループづくりの支援を行い、
歩いて行ける身近な場所でだれでも参加でき、週1回程度集まる住民主体の集いの場の普及を目指しま
す。
　きららか射水１００歳体操については、新たに取り組むグループに対し体操指導や体力測定などを行
うほか、既存グループに対しては、効果がより実感でき、モチベーションアップにつながるよう取組の継
続を支援します。
　また、住民サポーター講演会や研修を通じてボランティアの養成を図るなど、地域の主体的な介護予
防活動を支援します。
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■指標

地域ふれあいサロン

実施箇所数

住民サポーター

　（単位：箇所）

■指標  　（単位：回、人、グループ）

■指標
平成 29年度

(2017年度 )

170

58

平成 30 年度

(2018 年度 )

250

80

平成 31年度

(2019 年度 )

330

100

平成 32年度

(2020 年度 )

410

120

　（単位：人）

エ　介護予防・生活支援サービスの体制整備
　高齢者等が、住み慣れた地域で自立した日常生活が営めるよう、介護予防訪問介護及び介護予防通
所介護に相当するサービスに加えて、多様な主体による多様なサービスの展開に努めていきます。
　対象者は、要支援１、２の要支援認定を受けた方、基本チェックリストにより生活機能の低下が見ら
れた方で、図１の類型でサービス提供を行います。
　また、住民型サービス（訪問型サービスＢ及び通所型サービスＢ）については、「地域支え合いネット
ワーク事業」を実施し、平成３３年（２０２１年）を目途に市内全域でのサービス提供基盤の整備を目指
します。
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図１　介護予防・生活支援サービスの体制

①訪問介護相当サービス
内　　容：掃除、洗濯、調理などの家事援助

入浴介助などの身体介護
実施方法：事業者を指定
提供主体：訪問介護事業者

④訪問型サービスＢ
内　　容：ゴミ出し、掃除など簡単な生活

援助、話し相手、見守りなど
実施方法：補助
提供主体：住民団体等

（例）地域振興会、地区社会福
祉協議会、老人クラブ、ボラン
ティア団体、NPO法人など

②訪問型サービスＡ
内　　容：掃除、洗濯、調理などの家事援助

（身体介護は利用できません）
実施方法：事業者を指定／事業委託により実施
提供主体：訪問介護事業者／委託先事業者

①通所介護相当サービス
内　　容：機能訓練、食事、入浴などの提供

生活機能改善プログラムなど
実施方法：事業者を指定
提供主体：通所介護事業者

④通所型サービスＢ
内　　容：体操・運動等の活動等、自主的

な集いの場
実施方法：補助
提供主体：住民団体等

（例）地域振興会、地区社会福
祉協議会、老人クラブ、ボラン
ティア団体、NPO法人など

②通所型サービスＡ
内　　容：レクリエーション活動、機能訓練

食事、入浴の提供など
実施方法：事業者を指定／事業委託により実施
提供主体：通所介護事業者／委託先事業者

③通所型サービスＣ
内　　容：週2回の生活機能改善プログラム

など3か月間で集中的にリハビリ
テーションを行い、機能回復を図る

実施方法：事業委託により実施
提供主体：委託先事業者

訪問型サービス

事
業
所
等
が
サ
ー
ビ
ス
提
供

地
域
の
支
え
合
い
の
中
で
実
施

現
行
型

住
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緩
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短
期
集
中
型

通所型サービス
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■指標

２ 社会参加の推進と生きがいの創出

【現状と課題】
「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、地域活動への参加状況について「参加していな
い」が多くを占める一方、趣味等のグループについては、約7割の方が参加者としての参加意向
を示し、約4割の方が企画・運営への参加意向を示しています。（P１８⑩、P１９⑪⑫）
これらの意向を具体的な活動につなげ、社会参加や生きがい創出の契機とすることが必要で
す。
　地域における各種活動が活性化することで、地域における支え合いや連携の基盤が強固に
なることも期待されます。

【施策の方向性】
　高齢者一人ひとりが豊富な知識・技能・経験等を生かし、地域や社会の一員として自分らし
く活躍し、生きがいのある暮らしを続けられるよう支援します。
　世代を超えたふれあいづくりにつながる事業への参加に加え、本市が有する文化・スポーツ
に係る地域資源の活用を働きかけるなど、より多くの方が生きがいを感じられる取組を推進し
ます。
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ア　自主的な社会貢献活動の促進
　高齢者が地域や社会の一員として、豊かな地域社会づくりに貢献できるよう、ボランティア団体との
マッチングの場を設けるとともに、ボランティア活動に対するモチベーションの維持・向上につながる取
組を検討するなど、一層の社会参加を促進します。

イ　老人クラブ活動への支援
　地域での健康づくり活動に加え、介護予防や認知症予防に向けた活動を展開できるよう、老人クラ
ブ活動の活性化を支援します。

ウ　高齢者レクリエーション、スポーツの推進
　レクリエーションやスポーツは、認知症予防や健康づくりだけでなく、仲間づくりや生きがいにつなが
ることから、囲碁・将棋や健康マージャン、パークゴルフやカローリングなど、高齢者レクリエーション、
スポーツの普及や参加支援等に取り組みます。

エ　世代を超えたふれあいづくり
　孫などかけがえのない家族や地域の子どもたちとのふれあいは、幸福感をもたらすとともに生きがい
につながることから、「孫とおでかけ支援事業」や「じいちゃんばあちゃんの孫育て談義」、地域におけ
る三世代交流事業を通じ、ふれあいの機会が増えるよう取組を推進します。

オ　シルバー人材センターの運営支援
　高齢者の能力や経験を生かした就業の場や活躍する機会の確保を図るため、シルバー人材センター
の運営を支援します。
　定年退職後の再雇用の広がりとともに、人材の確保が困難となっていることから、会員数の増加を図
るとともに、より生産性の高い新たな事業（介護予防・日常生活支援総合事業など）への参入を促しま
す。

■指標
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カ　豊かな経験や高い能力を生かす雇用の促進
　労働力不足が深刻化する中、高齢者が豊富な知識や技術を生かして、社会の活力維持に貢献するこ
とが求められています。
　このことを踏まえ、商工団体、職業安定所等と連携し、高齢者雇用に係る事業所向けの助成制度の
周知に努めるなど、元気で働く意欲のある高齢者の就業の場の確保を図るとともに、高齢者の学び直し
（リカレント教育）への支援を検討します。
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３ 在宅生活を支援する取組の充実

【現状と課題】
　本市の「一般世帯総数」に対する「６５歳以上の高齢者のいる世帯」の割合は５１．５％と半
数を超え、そのうち「ひとり暮らし世帯」及び「高齢者夫婦のみの世帯」がそれぞれ約２割を占
めています。（P８(２)）
　今後、こうした要援護性の高い世帯の更なる増加が見込まれる中、日常生活上の困りごとに
対する支援の必要性が高まっています。

【施策の方向性】
　ボランティアや民間事業者等と連携し、ニーズに合ったきめ細かな生活支援サービスの効果
的・効率的な提供に努めます。
　また、住み慣れた住まいのバリアフリー化等を支援するとともに、防犯・防災体制の充実を
図るなど、高齢者が安心して暮らすことのできる環境づくりを推進します。

ア　在宅生活の支援
　介護が必要になっても自宅や住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるよう、在宅での生活を支
援する各種サービスを実施します。

事　業　名 事業の概要等

配食サービス事業
　民生委員やボランティア、民間事業者と連携し、ひとり暮らし
高齢者の安否確認と健康保持を目的として、栄養のバランスのと
れた食事を定期的に配達します。

寝具丸洗い乾燥事業
　寝具類の衛生管理が困難な寝たきり高齢者等のいる世帯に対
し、清潔で快適な生活を送るための支援として、寝具の洗濯、
乾燥等のサービスを実施します。

おむつ支給事業
　在宅の寝たきり高齢者等で、常時おむつを使用している要介
護高齢者に紙おむつ等を支給します。

高齢者が住みよい住宅改善支
援事業

　介護が必要になっても在宅での生活の継続を図るため、所得
税非課税世帯の高齢者を対象に、住宅のバリアフリー工事に伴う
費用の助成を行います。

バリアフリー化の推進
　バリアフリー法や富山県民福祉条例に基づき、公共施設、歩
道及び公共交通機関など、まち全体のバリアフリー化の推進に
努めます。
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事　業　名 事業の概要等

軽度生活援助事業

　除草や除雪等軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在
宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を図ります。
　なお、介護予防・生活支援サービス事業の提供体制の進展状
況を踏まえ、同事業への移行を検討します。

ひとり暮らし高齢者等除雪助
成事業

　除雪作業が困難なひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等
で、所得税非課税世帯の方に対し、住居の屋根の除雪に要した
経費の一部を助成します。

外出支援サービス事業

　公共交通機関等の利用が困難な高齢者等の外出を支援するた
めのタクシー券を交付するほか、通院時の送迎を行う移送サー
ビス事業を実施します。
　なお、移送サービスについては、福祉有償運送の導入など、
持続可能な制度設計を検討します。

公共交通機関の利便性向上
　車の運転に不安を感じる高齢者の増加を見据え、高齢者がよ
り利用しやすい公共交通網の整備に努めます。

訪問理容サービス事業
　自ら理容店等で調髪を受けることが困難な高齢者に、居宅で
の理容サービスの利用を支援します。

民間事業者やＩｏＴを活用し
た買い物支援

　移動販売や宅配等を行う民間事業者の取組を支援するほか、
民間事業者によるＩｏＴを活用したサービスの利用促進を検討し
ます。

ミドルステイ事業

　中期にわたり在宅での生活が困難となった高齢者に対し、介
護保険のショートステイと合わせ最長３か月間、特別養護老人ホー
ム等の利用を支援します。
　また、地域ケア会議等を活用し、スムーズな在宅復帰につな
げます。

節目祝い事業
　百歳という節目は、家族や地域においても関心が高く、高齢
者の目標ともなっており、市民が長寿を喜び合う契機となるよう、
事業の意義について広く周知を図ります。
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イ　精神的・経済的負担の軽減
　高齢者や介護者の精神的、経済的負担の軽減を図るため、次の事業を実施します。

ウ　生活を支援する施設の活用
　住環境や経済的理由により、在宅での生活が困難な高齢者に対して、養護老人ホームへの入所措置
を行い、社会復帰の促進及び自立のための必要な支援を行います。

事　業　名 事業の概要等

在宅要介護高齢者福祉金支
給事業

　要介護４又は要介護５に認定された在宅の高齢者で、本人及び
世帯の生計中心者が一定の所得以下の方に福祉金を支給します。

徘徊高齢者等家族支援サービ
ス事業

　認知症高齢者の所在地を検索するシステムの利用料を助成し
ます。現状のサービスを維持しつつ、より利用しやすい最適なサー
ビスを検討します。

在宅福祉介護手当支給事業
　要介護４又は要介護５に認定された高齢者を同一の世帯で介
護している方に対し介護手当を支給します。

家族介護支援事業

　要介護高齢者を介護する家族に対し、認知症やその他適切な
介護知識・技術を習得することを目的とした介護教室や介護者の
交流会を開催します。
　また、参加する家族のリフレッシュだけでなく、介護負担の軽
減を図ることができる場となるよう充実した内容の教室・交流会
を開催します。

介護休暇制度の普及啓発
　介護休暇制度等の周知・広報を図るほか、時短勤務、自宅勤
務など、働き方改革推進の機運を高めます。
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エ　高齢者の見守り活動の推進
　ひとり暮らし高齢者や孤立しがちな高齢者等が安心して生活できるよう、継続的な見守りを実施する
ネットワークの充実を図ります。

事　業　名 事業の概要等

高齢福祉推進員設置事業

　ひとり暮らし高齢者等で援護を必要とする方に対し、定期的な
安否確認や見守りを行う高齢福祉推進員を委嘱します。
　また、高齢福祉推進員の担い手が不足している地域があるこ
とから、引き続き人材確保に取り組みます。

緊急通報装置貸与事業
　ひとり暮らし高齢者が急病又は事故等の緊急時に、迅速かつ
適切な対応を図るため、緊急通報装置を貸与します。

認知症高齢者徘徊ＳＯＳ緊
急ダイヤル事業

　認知症高齢者が地域で行方不明になった場合、市内の協力団
体等へ情報をメールで配信し、可能な範囲で捜索を行います。
　また、事故を未然に防ぐため、より多くの認知症高齢者等の
登録を促すほか、協力団体等の登録数を増やすなど、不明者の
早期発見につながる体制を充実します。

地域見守りネットワーク事業

　高齢者や障がい者など支援を必要とする方の見守り体制を強
化するため、民間事業者が日常業務中に何らかの異変を察知し
た場合、速やかに市又は関係機関へ連絡・通報します。
　また、既存の加入事業者と定期的な情報交換を行うとともに、
新規加入を促進します。

いのちのバトン普及事業

　民生委員や社会福祉協議会、消防等と連携し、救急隊員が必
要な情報を迅速に把握し、救急活動に役立てるための緊急医療
情報キット（医療情報等を収めた筒型の容器）を配置する「いの
ちのバトン」の普及を図ります。

避難行動要支援者支援事業
　要支援者が災害時等における支援を地域の中で受けられるよ
う、関係機関と連携し、要支援者の把握や情報の共有に努めます。
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オ　防犯・交通安全対策の推進
　高齢者が安全・安心な生活が送ることができるよう、警察や関係機関と連携し、次の事業を実施しま
す。

事　業　名 事業の概要等

犯罪被害防止のための連携
強化

　悪質な訪問販売や特殊詐欺等の犯罪から高齢者を守るため、
市広報を通じた情報提供を行うほか、警察や関係機関と連携し、
地域ぐるみで被害防止に取り組みます。
　また、被害発生時には、民生委員や地域包括支援センターに
対し、迅速に情報を提供します。

消費生活に関する啓発・相談

　被害防止のための出前講座、老人クラブや地域の行事等にお
ける啓発事業や消費生活相談を実施します。
　また、近年、消費者を取り巻く環境が多様化・複雑化している
ことから、関係機関や地域との連携を強化するとともに、高齢者
自らが考え行動し、被害を未然に防ぐ力を養うとともに、被害軽
減のための相談窓口の充実を図ります。

交通安全意識の啓発

　高齢者の交通事故を防止するため、老人クラブを対象とした交
通安全教室を開催するとともに、交通安全教室などに参加しな
い高齢者を含む市内の全高齢者を対象に反射材を交付するなど、
高齢者の交通安全意識の啓発に努めます。
　また、コミュニティバス及びデマンドタクシーの無料乗車証を
交付するなど高齢者の運転免許自主返納を支援します。
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カ　防災対策の推進
　地域振興会や自主防災組織、介護サービス事業所等と連携し、避難訓練等への高齢者の参加を積
極的に呼び掛けるとともに、災害時の避難誘導・救出・救護及び安否確認の把握・伝達体制を強化する
ため、次の事業を実施します。

キ　高齢者の居宅支援
　関係機関と連携し、ケアハウスや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の計画的な整備を
促進し、高齢者の身体特性・状況に配慮した多様な住まいの確保に努めます。
　平成３０年度（２０１８年度）～平成３２年度（２０２０年度）における整備目標については、既存施設
の整備状況や事業者の要望を考慮し、次のとおりとします。

ク　住宅改修指導の推進
　高齢者向けに居室等の改修を希望する者に対し、住宅改修に関する専門的知識及び技術を有する理
学療法士等を派遣し、事前調査及び事後調査を通じて実態を把握しながら、住宅改修に関する相談や
助言を行います。

事　業　名 事業の概要等

自主防災組織の育成強化

　自主防災組織のリーダー育成のため、県が主催する研修等へ
積極的な参加を促すほか、出前講座等での防災意識の啓発を通
じ、組織の活性化や住民の防災対策の充実を図るなど地域にお
ける要配慮者の支援体制づくりを推進します。

要配慮者支援の促進

　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等に対し、避難行動
要支援者台帳の整備に係る理解・協力を得られるよう努めるなど、
災害時における安否確認や避難誘導等の支援を迅速に行えるよ
う支援体制の整備・充実を図ります。

特別養護老人ホーム等との
協定

　市内の特別養護老人ホーム等と災害協定に基づき、大規模災
害時に避難所生活が困難な高齢者の支援体制づくりを推進しま
す。
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４ 支え合いと連携の推進

【現状と課題】
　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、地域包括ケアシステムの中核となる地域包括支援
センターの認知度は５０．０％と、その認知度は半数にとどまります。（P２０⑭）
　また、本市が力を入れていくべき施策として、「住民による見守り・声かけなど助け合い活
動への支援」が３１．７％、「在宅医療・介護の連携」が２６．６％、「認知症施策の推進」が
２２．１％など、地域包括ケアとして対応が求められる施策の充実を求める回答が寄せられてい
ます。（P２１⑯）

【施策の方向性】
　高齢者やその家族が、地域において安心して日常生活を送ることができるよう、地域包括支
援センターの機能強化と周知を図るとともに、在宅医療と介護の連携、認知症高齢者と家族
への支援、高齢者虐待防止等の施策を推進します。
　また、生活支援コーディネーターや協議体が中心となり、地域住民が「支える側」と「支えら
れる側」という画一的な関係性に陥ることのないよう、共に支え合う地域づくりを進めます。

（１） 自立支援・重度化防止に向けた体制整備

ア　地域包括支援センターの機能強化
（ア） 人員体制
　地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの要として、また高齢者の生活支援の窓口として、
その役割がますます期待されており、高齢者人口に応じた体制強化職員の加配、認知症地域支援推進
員や生活支援コーディネーターを配置するなど、人員体制の強化を図っています。

　　引き続き、それぞれの業務が適切かつ効率的に運営できるよう、人員の適正配置に努めます。

（イ） 職員の資質向上
　職員の知識の習得や技術の向上に向けた研修を行うなど、引き続き職員の資質向上に努めます。
　また、効果的かつ効率的に機能を果たせるよう、介護保険法に基づく運営上の評価や点検を射水市
地域包括支援センター運営協議会で検討し、実施します。
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（ウ） 周知・啓発
　高齢者が多く集まる医療機関等にパンフレットを設置し、地域包括支援センターの機能と役割を広
く周知・啓発を行います。

イ　地域ケア会議の定着・充実
　高齢になっても住み慣れた地域で尊厳のある生活が継続できるよう、地域包括支援センターが中心
となって「地域ケア会議」を開催します。
　現在実施している「個別事例会議」や「地域課題会議」に加え、新たに「自立支援型ケアマネジメン
ト会議（いみずGENKIにすっぞ！会議）」を開催し、包括的・継続的なケアマネジメント業務を推進しま
す。

（ア） 個別事例会議
　支援が困難なケースに対し、多職種や地域の支援者等により具体的な支援方法を検討し、地域のネッ
トワークを構築します。

（イ） 自立支援型ケアマネジメント会議
　自立支援に向けたケアプランについて、リハビリテーション専門職を含めた多職種で検討し、ケアマ
ネジメントの質及び高齢者の生活の質の向上を図ります。

（ウ） 地域課題会議
　地域ごとに開催し、地域の課題を明確化し、地域課題の解決や地域資源の開発などを検討します。
　必要に応じて、広域的な支援体制の整備を図る政策提言会議を開催します。

■指標
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（２） 在宅医療と介護連携の推進

ア　地域資源の把握
　在宅医療・介護連携を推進するため、地域の医療・介護サービス資源の把握・整理を行い、市ホーム
ページ等で公表します。

イ　課題の抽出と対応策の検討
　射水市在宅医療・介護連携推進協議会を開催するとともに、「在宅医療介護提供体制」、「情報共有
ツール」、「住民普及啓発」の３つのワーキング部会を設置し、課題の解決に向け、より具体的な対応策
を検討します。

■指標

ウ　切れ目のないサービス提供体制の構築
　高齢者の多様なニーズに応じ、一人ひとりの状態に応じて２４時間３６５日の在宅医療・介護サービス
を提供できる体制を構築します。

エ　情報の共有支援
　地域の医療・介護関係者間で、医療・介護等に関する情報を速やかに共有できるようＩＣＴを含む情
報共有ツールの活用について検討します。

オ　相談体制の構築
　市地域福祉課に在宅医療介護連携支援相談窓口を設置し、ケアマネジャーや病院関係者等からの相
談支援体制を充実させ、連携を推進します。

カ　研修会の開催
　在宅医療・介護連携を推進するため、多職種による研修会を実施し、顔の見える関係づくりを行いま
す。

■指標
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キ　市民への普及啓発
　在宅医療や介護サービスに関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布など、医療や介護が必要
となっても本人、家族の状況に応じて生活の場を選択できるよう普及啓発を行います。

■指標

ク　関係市との連携
　医療機関からの退院事例等に関して、厚生センターや近隣市とともに在宅医療・介護の関係機関で
情報共有の方法等について協議し、システムづくりを行います。

（３） 認知症高齢者等と家族への支援の充実
　認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる社会をつくる
ため、「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」に基づき、認知症の正しい知識の普及啓発や早期
診断・早期対応に向けた体制整備及び認知症高齢者と家族への支援体制を構築します。

ア　認知症の知識の普及啓発
（ア） 認知症ケアパスの普及啓発
　認知症が疑われる高齢者等とその家族が「認知症ケアパス」を利用し、適切な対応を行うことができ
るよう支援します。
　また、幅広い年齢層の地域住民等に対しても、認知症について、正しい理解が促進されるよう「認知
症ケアパス」の普及啓発を行います。

（イ） 認知症サポーターの養成
　地域住民や学校・企業を対象に「認知症サポーター養成講座」を積極的に開催し、認知症を正しく理
解し、認知症高齢者等とその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成します。
　また、認知症サポーター養成講座の講師となる「認知症キャラバン・メイト」を養成するとともに、
「認知症サポーターステップアップ講座」を開催するなど認知症サポーターの活動を支援します。
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イ　早期発見・早期対応システムの充実
（ア） 認知症地域支援推進員による相談体制の推進
　地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、認知症高齢者等やその家族が相談しや
すいよう「認知症相談窓口」を常時開設しています。
　市内病院等において「もの忘れ認知症相談会」を開催するなど、様々な場所で相談しやすい体制づく
りを推進します。
　また、地域においては、「認知症に関する出前講座」を開催し、認知症予防の普及啓発を行うととも
に、ＭＣＩ（軽度認知障害）の方の早期発見をし、認知症への進行抑制に努めます。

■指標

もの忘れ認知症相談会

（イ）認知症初期集中支援チームの活動の推進
　認知症サポート医や専門職（保健師、社会福祉士等）で構成される認知症初期集中支援チームを市
地域福祉課に設置しています。
　認知症が疑われ支援が必要な高齢者等や家族に対し相談や訪問を集中して行い、早期に医療や介護
サービスにつなげるよう、地域包括支援センター、ケアマネジャー、かかりつけ医及び認知症疾患医療
センター等と連携し、支援を行います。

ウ　認知症高齢者等を支える介護関係者の対応力向上支援
　認知症ケアの向上を図るため、対応困難な事例を抱えるケアマネジャーやサービス事業者に対する
研修会を開催します。
　また、家族や地域住民が認知症に関する正しい知識を習得・情報交換する場を提供します。
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エ　若年性認知症施策の実施
　若年性認知症の人は、経済的問題、ダブルケア（育児と介護の同時進行）など、本人や家族の不安が
大きいこと等から、相談しやすい体制を整備するとともに、居場所づくりを促進します。

オ　認知症高齢者等とその家族への支援
　認知症高齢者等を介護する家族の精神的・身体的負担を軽減することは、認知症高齢者等の生活の
質の改善にもつながることから、家族介護教室の充実や認知症カフェの開催など、家族への支援体制
を充実します。

■指標

カ　認知症高齢者等や家族を地域で支えるネットワークの構築
　認知症徘徊高齢者声がけ模擬訓練等を通して、地域で認知症高齢者等を見守るという意識を高め、
ネットワークづくりを行います。

■指標

実施回数

（４）高齢者の虐待防止と権利擁護の推進

ア　高齢者虐待と権利擁護に対する意識啓発
　高齢者への虐待防止に向け、関係機関と連携し、出前講座等を通じて市民への意識啓発を行いま
す。

イ　高齢者虐待の早期発見・早期対応の推進
　弁護士等の専門職や保健・医療・福祉関係者、地域の代表者等で構成する「高齢者虐待防止ネット
ワーク会議」を設置し、関係機関の連携強化、虐待防止及び対応力の向上を図っています。
　今後も、ケアマネジャーや介護施設従事者を対象に研修会を開催し、施設職員による虐待防止の啓
発を図るとともに、地域包括支援センター等関係機関と連携し、高齢者虐待の早期発見、早期対応を
図ります。
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ウ　成年後見制度の利用支援と市民後見人の育成支援
　身寄りがない高齢者等に対する成年後見制度の申立ての支援や、低所得高齢者に対する成年後見人
等への報酬助成を行うほか、定期的な相談会や市民後見人養成講座を開催し、高齢者が安心して成年
後見制度を利用できるよう支援します。
　また、制度利用ニーズの増加を見込み、相談から後見まで一貫した支援ができる「成年後見セン
ター」を呉西圏域連携事業として共同で設置し、市民後見人養成講座の開催や法人後見を行います。

■指標

■指標

開催回数

エ　消費者被害の防止
　訪問販売等の被害を未然に防止するため、消費生活センター等との連携を強化します。
　また、手口が巧妙化している状況を踏まえ、地域や関係機関との連携を強化し、パンフレット・啓発
物品の配布や出前講座の開催など、高齢者の消費者被害の防止に努めます。
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（５） 地域支え合いネットワーク事業の推進
　高齢になっても、また支援が必要となっても、安心して住み慣れた地域で生活ができるよう地域での支
え合い体制の構築を進めます。
　また、地域支え合いネットワーク事業では、それぞれの地域での支え合い体制づくりを支援し、安心の
地域づくりを進めます。

ア　生活支援コーディネーターと協議体の設置
　地域ごとに高齢者等と地域の様々なサービスや社会資源をつなぐ生活支援コーディネーターを設置
するとともに、地域の課題や必要な助け合い等を話し合う協議体を設置します。この２つを連携させな
がら、新たな社会資源の発見、サービスの創出、ネットワークの構築を進めます。

■指標　生活支援コーディネーター、協議体設置状況
○第１層（市全域） 生活支援コーディネーター　 １名配置済
 協議体 設置済

○第２層（地域包括支援センター圏域）
　　 生活支援コーディネーター ５圏域６名配置済
　　　　　 協議体　　　　　　　　 ５圏域設置見込み

○第３層（地域振興会圏域）
 （単位：地域）

10

10

15

15

20

20

24

24
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５ 介護サービス基盤の充実　

【現状と課題】
　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、本市が力を入れていくべき高齢者保健福祉施策
として、「家族の介護負担を軽減するための施策の充実」が６割以上を占め、また、在宅介護実
態調査では、介護者が不安に感じる介護等について、「認知症状への対応」、「夜間の排泄」、
「日中の排泄」が上位に挙げられています。（P２１⑯、P２５⑤）
　一方、今後の介護保険料については、「介護サービスの充実よりも保険料をあまり高くしな
いようにしてほしい」が約４割を占め、「保険料が高くなっても介護サービスが充実している方
がよい」（２６．２％）を上回っています。（P２２⑰）
　市民が負担する介護保険料の水準に配慮しつつ、介護ニーズに応えられるサービスの提供
基盤を整備するとともに、給付の適正化への取組を充実・強化する必要があります。

【施策の方向性】
　介護保険事業を健全かつ円滑に運営し、必要な介護サービスを安心して受けられるよう、
サービス基盤の充実を図るとともに、給付の適正化に取り組みます。
　具体的なサービス量等については、第６期の給付実績を基に、要介護認定者数の推計結果
を踏まえて、平成３０年度（２０１８年度）から平成３２年度（２０２０年度）までのサービス見込
量を設定しました。
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（１）介護保険事業のサービス利用量の実績と見込み

ア　居宅サービス
（ア）訪問系サービス
　家庭を訪問するサービスには、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療
養管理指導の５種類のサービスがあります。
　要介護認定者の増加に伴い、平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、
訪問介護で８．７％、訪問入浴介護で２６．４％、訪問看護で１０．５％、訪問リハビリテーションで
１５．２％、居宅療養管理指導で６．９％の増を見込んでいます。（※伸び率については、人数の増減で
計算しています。以下同じ。）
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（イ）通所系サービス
　日帰りで施設に通うサービスには、通所介護（デイサービス）と通所リハビリテーション（デイケア）
があります。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、通所介護で５．４％、通所リハビ
リテーションで６．７％の増を見込んでいます。

（ウ）短期入所サービス
　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や短期入所施設、介護療養型医療施設などに短期間入所
し、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、必要な医療などを行うサービス
で、短期入所生活介護と短期入所療養介護があります。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、短期入所生活介護で９．１％の
増、短期入所療養介護で２７．３％の増を見込んでいます。
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（エ）特定施設入所者生活介護
　有料老人ホームや軽費老人ホーム、ケアハウスなどに入居している要介護者に対し、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行うサービスです。
　平成３２年度（２０２０年度）まで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

　（オ）その他の在宅サービス
　その他の在宅で利用できるサービスに、福祉用具貸与・購入、住宅改修があります。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、福祉用具貸与で１０．２％、福祉
用具購入で４．３％、住宅改修で１３．６％の増を見込んでいます。

（カ）居宅介護支援（介護サービス計画の作成）サービス
　要介護認定者数の増加に伴い、平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、
９．９％の増を見込んでいます。
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イ　介護予防サービス
（ア）介護予防訪問系サービス
　要支援者を対象に、家庭を訪問する介護予防サービスには、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴
介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導の５種類の
サービスがあります。
　このうち、介護予防訪問介護サービスは、平成２９年度（２０１７年度）末までに介護予防・日常生活
支援総合事業へ移行しました。
　その他のサービスについては、平成３２年度（２０２０年度）まで、いずれもほぼ横ばいで推移するも
のと見込んでいます。
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（イ）介護予防通所系サービス
　日帰りで施設に通うサービスには、介護予防通所介護（デイサービス）と介護予防通所リハビリテー
ション（デイケア）があります。
　このうち、介護予防通所介護は、平成２９年度（２０１７年度）末までに介護予防・日常生活支援総合
事業へ移行しました。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、介護予防通所リハビリテーショ
ンで１７．３％の増を見込んでいます。

 
 
 
 
 

（ウ）介護予防短期入所サービス
　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や短期入所施設、介護療養型医療施設などに短期間入所
し、入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、必要な医療などを行うサービスで、介護予防
短期入所生活介護と介護予防短期入所療養介護があります。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、介護予防短期入所生活介護で
１３．３％の増を見込んでいます。

 
 
 
 
 

※人数０人は、月平均１人に満たないためです。
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（エ）介護予防特定施設入居者生活介護
　ケアハウス等に入居している要支援者を対象に、入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話や機能訓練
を行うサービスです。

0  

 

※人数0人は、月平均１人に満たないためです。

（オ）その他の介護予防在宅サービス
　その他の在宅で利用できるサービスに、介護予防福祉用具貸与・購入、住宅改修があります。
　福祉用具貸与の平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、１６．０％の増、
福祉用具購入、住宅改修はいずれもほぼ横ばいで推移するものと見込んでいます。

0  

 

（カ）介護予防支援（介護予防サービス計画の作成）サービス
　総合事業の開始に伴い一時的な減少が見られるものの、その後の要支援認定者の増加に伴い、
１６．９％の増を見込んでいます。

0  
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ウ　地域密着型サービス
（ア）定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　日中・夜間を通じて、自宅において介護福祉士等による入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話や
看護師等による療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。
　平成３２年度（２０２０年度）まで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

（イ）夜間対応型訪問介護
　夜間において、定期的な巡回又は通報により、訪問介護員が自宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの
日常生活上の世話や緊急時の対応を行います。
　平成３２年度（２０２０年度）まで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

 

 

（ウ）認知症対応型通所介護
　認知症の要介護者が対象で、デイサービスセンターへ通い、日帰りで入浴や食事、交流、生活訓練な
どを行います。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、１６．７％の増を見込んでいま
す。
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（エ）小規模多機能型居宅介護
　住み慣れた地域で、「通い」を中心に今までの暮らしを維持しながら、利用者等の希望や状況に応じ、
「泊まり」や「訪問」を組み合わせた多機能なサービスを行います。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、１６．５％の増を見込んでいま
す。

 

（オ）認知症対応型共同生活介護
　比較的安定した状態にある認知症の要介護者等に、小グループでの共同生活の中で、入浴、排泄、食
事などの日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、７．８％の増を見込んでいます。

 

（カ）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　入所定員が２９人以下の特別養護老人ホームにおいて、入浴・排泄・食事などの日常生活上の世話や
療養上の世話、健康管理、機能訓練を行います。
　平成３２年度（２０２０年度）まで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

 



71

（キ）看護小規模多機能型居宅介護
　訪問看護と小規模多機能型居宅介護の複数のサービスを組み合わせ、介護と看護のサービスを一体
的に行います。
　医療ニーズの高い要介護者への支援の充実を図る必要があることから、平成３２年度（２０２０年度）
からサービスの提供を開始する予定です。

（ク）地域密着型通所介護
　定員１８人以下の事業所で入浴、食事の提供や機能訓練などを行います。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、１７．４％の増を見込んでいま
す。
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エ　地域密着型介護予防サービスの利用見込み
（ア）介護予防認知症対応型通所介護
　認知症の要支援者が対象で、デイサービスセンターへ通い、日帰りで入浴や食事、交流、生活訓練な
どを行います。
　平成３２年度（２０２０年度）まで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

 
 

0  

 

（イ）介護予防小規模多機能型居宅介護
　要支援者が、住み慣れた地域で「通い」を中心に今までの暮らしを維持しながら、利用者等の希望や
状況に応じ、「泊まり」や「訪問」を組み合わせた多機能なサービスを行います。
　平成３２年度（２０２０年度）まで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

 
 

0  

 

（ウ）介護予防認知症対応型共同生活介護
　認知症の要支援者が対象で、小グループでの共同生活の中で、入浴、排泄、食事などの日常生活上の
世話や機能訓練などを行います。

 
 

0  

 
※人数0人は、月平均１人に満たないためです。
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オ　施設サービスの利用見込み
（ア）介護老人福祉施設
　日常生活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合、施設サービス計画に基づいて、入浴、排
泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話等を行います。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、４．９％の増を見込んでいます。

（イ）介護老人保健施設
　病状が安定し入院治療の必要がないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする入所者に、施
設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等を行います。
平成３２年度（２０２０年度）まで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。
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（ウ）介護療養型医療施設
　長期間にわたり療養が必要な入所者に、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的
管理下での介護、必要な医療等を行います。
　平成３２年度（２０２０年度）は平成２９年度（２０１７年度）と比べ、介護医療院への転換により、
５０．０％の減を見込んでいます。

 

（エ）介護医療院
　今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、常時医療管理が必要な重介護
者の受け入れや看取り・ターミナル等の機能と、生活支援としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険
施設として創設されました。要介護者に対し、長期療養のための医療と介護を一体的に提供します。
　サービスの利用見込みについては、介護療養病床と医療療養病床からの転換分を見込んでいます。
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（２）介護サービスの基盤整備の目標
　介護を要する高齢者が、住み慣れた地域で適切な介護サービスが受けられるサービス供給量を確保す
るため、需要と供給のバランスを的確にとらえて、在宅サービス、地域密着型サービス及び施設・居住系
サービスの基盤整備を図ります。

ア　居宅サービスの整備
　介護や医療を必要とする状態となっても可能な限り住み慣れた自宅や地域で利用者が２４時間安心
を享受できる在宅サービス（通い・訪問・泊まり）の確保を目指して、在宅介護（医療）基盤の整備を進
めます。
イ　施設等整備
　既存施設の利用状況や生活圏域ごとの整備状況、今後３年間の利用見込みや事業者の要望等を考慮
し、次のとおりとします。

（ア）地域密着型サービス
 
 
 
 
 
 

平成29年度末

（2017年度）

平成32年度末

（2020年度）

（イ）在宅・施設サービス
　大規模介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）については、既存施設の利用状況や生活圏域ごと
の整備状況を考慮するとともに、事業者の要望を考慮し、次のとおりとします。

平成29年度末

（2017年度）

平成32年度末

（2020年度）
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（３）事業費及び保険料の算定

ア　第７期介護保険料の状況
（ア）上昇要因
・　高齢化の進展（要介護認定者の増）に伴う給付費の自然増
・　７期で整備する介護サービス基盤
・　第１号被保険者の負担割合の増　６期２２％→７期２３％

第６期介護保険事業計画期間では、標準給付費及び地域支援事業費の２２％が第１号被保険者の
保険料によって賄われています。この負担割合は、第７期介護保険事業計画期間では、２３％にな
ります。

・　平成２９年度処遇改善加算分（改定率１．１４％）
・　平成３０年度介護報酬改定　（改定率０．５４％）
・　消費税率引上（平成３１年１０月予定）に伴う介護報酬改定
・　人づくり革命政策パッケージ分（消費税率引上時に勤続年数１０年以上の介護福祉士に月額平均

８万円相当の処遇改善）

１号保険料, 
22.0%

２号保険料, 
28.0%

国, 20.0%

富山県, 12.5%

射水市, 12.5%

国の調整交

付金, 5.0%

２３．０％

第６期居宅サービス費の負担割合

２７．０％

第７期

第７期

（イ）抑制要因
・　介護保険事業財政調整基金の活用
・　第１号被保険者の利用者負担の見直し　３割負担の導入

（ウ）その他　
・　保険料段階区分の設定

　第７期介護保険事業計画期間における第１号被保険者の保険料については、これまで同様に細
分化・弾力化を図り、負担能力に応じたきめ細かな保険料段階を設定します。
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イ　保険料額の算定
第７期の介護保険料基準額は、次の手法で算出しました。

保険料収納必要額（３年間分）
((ア)標準給付費＋（イ)地域支援事業費)×第１号被保険者負担分（２３％）

＋（ウ）調整交付金不足額

＋（エ）財政安定化基金償還金

－（オ）介護保険事業財政調整基金取崩金

÷（カ）保険料収納率

÷（キ）第１号被保険者数

÷ １２か月

　第７期保険料基準額　月額　６，１６３　円　

（ア）標準給付費　　　　　　　＝　２６，１２８，４４６，３３０円
　介護保険の給付のために必要な費用は、利用者の負担を除いた介護給付費及び予防給付費、これに
特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料を
加え、合計した額（標準給付費）となります。
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■標準給付費見込額  （単位：円）

総給付費（一定以上所得者負担の調整後）

特定入所者介護サービス費等給付額（資産等勘案調整後）

  （イ）地域支援事業費　 　　　　＝　　１，１３５，４５９，４１１円
　地域支援事業費については、政令により介護予防事業・総合事業費、包括的支援事業・任意事業費
に分けて、上限額等が定められています。
　なお、地域支援事業の財源は、介護給付費と同様に２３％を第１号保険料で負担しています。

■地域支援事業費見込額 　　（単位：円）

（ウ）調整交付金不足額　　　　　　＝　　３５８，８５６，８５８円
　調整交付金は、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、給付費の５％相当分を交付されるも
のですが、後期高齢者の加入割合と第１号被保険者の所得分布状況により、本市への交付割合を３．
６２％（平成３０年（２０１８年））、３．６２％（平成３１年（２０１９年））、３．７２％（平成３２年（２０２０
年））として算出しました。

（エ）財政安定化基金償還金　　＝　０　円
　財政安定化基金は、計画策定時に見込んだ給付見込を実際の給付が大幅に上回った場合や保険料
収入の見込を実際の保険料収入が下回った場合に生じる財源不足を補てんするために、資金の貸付を
行う県が設置する基金です。第７期計画では、償還はありません。
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（オ）介護保険事業財政調整基金取崩金　＝　２８２，０００，０００円
　介護保険事業財政調整基金は、市が毎年度の介護保険事業の決算によって生じた剰余金を積み立
てるために設置しています。もし、予想を超える急激な介護給付費の増加で予算に不足が生じたとき等
は、この基金から不足額を繰り入れます。

（カ）保険料収納率　　　＝　９９．２％
　保険料収納率は、過去の収納実績を参考に９９．２％を見込んでいます。

（キ）第１号被保険者数　＝　８６，５１７人
　３年間の第１号被保険者数です。所得段階別に補正を行った後の数値です。
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（４）介護保険制度の適正運営

ア　円滑な提供体制の整備
　各事業者が適切なサービス計画を作成することができるよう、事業者間の連携を促進し、適切な介
護サービスの提供のための体制の整備を進めます。

イ　相談・苦情への対応
　介護サービス利用者から寄せられる疑問や不満、苦情について、理解しやすい説明を心がけ、親切か
つ的確に対応します。

ウ　介護保険指定事業者への指導・監督
　居宅介護支援事業者や地域密着型サービスに係る事業者の指定に当たっては、指定事務の適正な執
行に努めるとともに、事業者への適切な指導・監督を実施します。

エ　公平かつ適切な認定業務の実施
　要介護度の認定業務については、公平かつ適切な実施が求められていることから、認定審査会委員
や訪問調査員に対する研修会を実施し、必要な知識や技術を習得します。
　
オ　介護サービス情報公表システムの活用
　地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、医療・介護サービスの情報や、地域包括支援センターの
所在地などについて、厚生労働省が運用する介護サービス情報公表システムの活用を促進します。

カ　介護サービスの質的向上
　介護サービス事業者が、介護職員のための研修等を実施し、知識の習得やサービスの質の向上を図
るための必要な情報を提供するとともに、介護保険制度や認知症についての説明会や研修会を開催し
ます。

キ　介護保険料の収納率の向上対策の推進
　介護保険財政の健全性を維持するとともに、被保険者間における負担の公平性を確保するため、介
護保険制度の趣旨について、より一層の周知や啓発を進めるとともに、介護保険料の収納率の向上対
策を推進します。
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ク　介護給付適正化への取組
　介護給付の適正化を図るため、認定調査の事後点検を実施するほか、ケアプランの点検を強化し、介
護支援専門員に適切な指導や助言を行います。また、介護給付費を被保険者に通知するとともに、住宅
改修に対する審査や調査を実施するなど、給付の適正化に取り組みます。

■指標
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６ 明日を支えるひとづくり

【現状と課題】
　事業所調査において、事業を展開する上での課題として「人材の確保・定着が難しい」が約
７割と最上位に挙げられています。介護事業所における人材確保・定着は、第一義的には、事
業者の責任において行われるべきものですが、必要な介護サービス量を確保する観点から、本
市も保険者として必要な支援を行う必要があります。
　また、介護専門職が担うべき専門性の高いサービス以外の生活支援サービス等について
は、住民主体の多様な担い手が運営するなど、地域の力を掘り起こし、支え合う体制づくりを
推進する必要があります。

【施策の方向性】
　富山県が行う介護人材確保に係る取組と連携し、介護サービスの意義や重要性の啓発に努
めるとともに、従事者に対する研修や相談体制の整備、経営者や関係団体等のネットワークの
構築など、人材確保に向けた取組を推進します。
　高齢者自らが「支える側」となる等多様な役割を持ち、自分らしく活躍できる地域における
支え合い体制の構築を進めます。

ア　人材の確保・育成への支援
　介護分野に理解と熱意を持つ人材を確保・育成するため、射水市雇用対策推進協議会が行う「いみず企
業見学バスツアー」に協力し、介護サービス事業所の見学を通じて、介護職場の魅力啓発を図ります。
　また、介護保険サービス事業所に勤務する方に対して、事業所と連携し、介護に係る資格取得への支援
を検討するほか、国・県に対し人材確保に向けた支援の更なる拡充を働きかけます。

イ　潜在的有資格者等への就業支援
　ハローワークや富山県健康・福祉人材センター等と連携し、同センター等が実施する福祉人材確保・定
着事業を周知するなど、潜在的有資格者等の就業への関心を喚起し、介護サービス分野への就業を働き
かけます。

ウ　富山県事業との連携
　富山県が実施する「介護人材移住応援事業」と連携し、首都圏在住の介護職に就いている方、また介護
職を目指す方の移住受け入れ支援として、市内事業所を市のホームページに掲載するとともに、介護保険
課において移住希望者への個別相談に対応しています。今後もこの体制を継続するとともに、市が実施す
る「移住交流促進事業」との連携を図るなど、人材確保のための支援に努めます。また、社会福祉法人が
経営労務管理の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士等）から、雇用
管理の改善や人材育成、経営体制の強化に対する支援を受けることができる「富山県社会福祉法人経営
労務管理改善支援事業」についても、対象となる法人に周知を図ります。
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エ　働き先として選ばれる福祉事業所づくりへの支援
　多くの産業で人手不足による影響が深刻化する中、今後も安定して介護人材を確保していくためには、
学生と親双方が持つ「介護」に対するネガティブなイメージを刷新する必要性が指摘されています。
　一方、全国には新たな事業に積極的に参入したり、地域共生社会の理念を実践したりする等先駆的経営
を展開することでイメージアップに成功し、全国から人材が集まっている社会福祉法人等があることから、
こうした成功事例を調査・研究するなど、働き先として選ばれる福祉事業所づくりを支援します。

オ　介護予防・生活支援サービス従事者研修の開催
　緩和型サービスを提供する事業所でサービス提供に従事する方や地域の支え合い活動に参加する方に
対し、高齢者への接し方や認知症の知識、介護の基本的な知識等について研修を行うなど、総合事業の
サービス提供者の育成を図ります。

■指標

参加者累計数

カ　住民サポーター講演会、研修会の開催（再掲 P４３）
　地域の支え合いに関する講演会や研修会を開催し、地域での生活支援や介護予防活動に対する啓発及
び介護に関する基礎的な知識を提供し、地域で活動するボランティアの発掘・養成を行っていきます。

キ　認知症サポーターの養成（再掲 P５７）

ク　市民後見人の育成支援（再掲 P ６０）
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 １ 推進・評価体制

（１）市民、関係機関、福祉事業所等との協働による推進体制
　本計画を推進するためには、市民をはじめ関係機関、福祉事業所等の参画が不可欠であることから、緊
密な連携を図り、協働しながら計画を推進します。

（２）高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進委員会の設置
　ＰＤＣＡサイクルを機能させ、計画の着実な実施や評価、見直し等を進めていくため、学識経験者や保
健・医療関係者、被保険者等からなる推進委員会を設置します。

２ 計画の公表と周知

　市民等と協働して計画を推進するためには、計画の趣旨や内容等について理解を深めていただくことが
重要であることから、広報、ホームページへの掲載や出前講座の実施など、様々な機会を通じ、計画の公
表と周知に努めます。

第5章 計画の推進について
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用語解説



88



89



資　料　編

90



資　料　編



92

資料１　計画策定の経緯

⑴

平成２９年
　２月１３日
～６月２１日

平成２９年
１２月２５日～
平成３０年
　１月２４日

　６月２９日

　７月１４日
～９月１５日

　８月　２日
～８月１５日

１０月１９日

１１月２２日

１２月　７日

１２月１９日

　２月１５日

　３月１９日

⑴

⑴

⑴
⑵
⑶

⑵
⑶

⑴

⑵
⑶

⑵
⑶
⑷
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資料２　計画策定の体制

（１）庁内の策定体制
　庁内の策定体制については、地域福祉課及び介護保険課が中心となり、関連する様々な関係部門と密
接な連携をとり、計画を策定する体制を確保しました。

（２）県との調整の実施
　老人福祉法第２０条の８第８項及び介護保険法第１１７条第７項の規定に基づき、県の意見を聴くなど
の調整を行いました。

（３）射水市高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進委員会の開催
　学識経験者、保健・医療関係者、福祉関係者、被保険者代表、費用負担関係者で構成する「射水市高齢
者保健福祉・介護保険事業計画推進委員会」において審議しました。

（４）住民の参加
　住民意見等を把握し、本計画に反映するため、上記推進委員会に被保険者代表の委員を置くとともに、
広くアンケート調査及びパブリックコメントを実施しました。
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資料３　日常生活圏域の状況
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資料４　地域包括支援センター一覧
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資料５　日常生活圏域別の高齢者人口及び高齢化率の推移と将来推計

（単位：人、％）

40.5

48.9

51.1

41.2

47.6

52.4

41.6

46.7

53.3

42.1

46.0

54.0

42.7

45.2

54.8

43.3

44.5

55.5

44.3

34.7

65.3

27.7

54.0

46.0

28.1

53.1

46.9

28.6

53.3

46.7

29.0

52.4

47.6

29.5

51.5

48.5

29.9

50.7

49.3

30.5

39.6

60.4

26.1

51.7

48.3

26.5

51.1

48.9

27.1

50.0

50.0

27.5

49.2

50.8

27.9

48.4

51.6

28.2

47.6

52.4

28.9

37.2

62.8

（単位：人、％）

（単位：人、％）
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（単位：人、％）

25.8

54.2

45.8

26.0

53.6

46.4

26.3

52.7

47.3

26.7

51.9

48.1

27.0

51.0

49.0

27.4

50.2

49.8

28.0

39.2

60.8

27.6

60.6

39.4

28.2

59.0

41.0

28.9

57.9

42.1

29.3

56.9

43.1

29.8

56.0

44.0

30.2

55.1

44.9

30.9

43.0

57.0

28.9

51.3

48.7

29.3

50.9

49.1

29.8

50.4

49.6

30.3

49.6

50.4

30.7

48.8

51.2

31.1

48.0

52.0

31.8

37.5

62.5

（単位：人、％）

（単位：人、％）
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（単位：人、％）

25.6

56.9

43.1

25.9

56.3

43.7

26.0

55.0

45.0

26.4

54.1

45.9

26.8

53.2

46.8

27.1

52.3

47.7

27.7

40.9

59.1
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資料６　日常生活圏域別の要介護等認定者数の推移と将来推計
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101



102
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資料７　日常生活圏域別の認知症高齢者数の推計

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上の方

（単位：人）
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資料８　射水市高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進委員会委員名簿

富山福祉短期大学教授

富山大学准教授

射水市医師会在宅射水ネット代表

高岡厚生センター射水支所長

射水市社会福祉協議会主任

射水市民生委員児童委員協議会
会長
射水市ボランティア連絡協議会
会長
特別養護老人ホーム七美ことぶき苑
施設長
射水市居宅介護支援事業所連絡協議会
副会長

射水市老人クラブ連合会副会長

射水市婦人会副会長

射水市地域振興会連合会副会長

公　募

公　募

射水商工会議所事務局長

射水市商工会事務局長
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資料９　射水市高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進委員会設置要綱

（目的）
第1条　射水市高齢者保健福祉・介護保険事業計画（以下「事業計画」という。）の見直し及び計画の円

滑な実施に資するため、射水市高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進委員会（以下「委員会」とい
う。）を設置する。

（所掌事務）
第2条　委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1)　事業計画の見直し及び実施
(2)　その他委員会の目的を達成するために必要な事項

（組織及び委員の任期）
第3条　委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2　委員は、次に掲げる者から、市長が委嘱する。
(1)　学識経験を有する者
(2)　保健・医療関係者
(3)　福祉関係者
(4)　被保険者代表
(5)　費用負担関係者

3　委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4　委員の再任は、妨げない。

（会長及び副会長）
第4条　委員会に会長及び副会長1人を置く。

2　会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。
3　会長は、会務を総理する。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）
第5条　委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2　委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、決議することができない。
3　委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4　会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで
きる。

（守秘義務）
第6条　委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、同様とする。

（庶務）
第7条　委員会の庶務は、福祉保健部介護保険課において処理する。

（その他）
第8条　この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
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附　則
（施行期日）

1　この告示は、平成17年11月1日から施行する。
（経過措置）

2　第3条第3項の規定にかかわらず、この告示の施行後の最初の委員の任期は、平成20年3月31日ま
でとする。

附　則（平成18年5月26日告示第88号）
　この告示は、公表の日から施行する。
附　則（平成20年3月3日告示第26号）
　この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附　則（平成28年3月31日告示第108号）
　この告示は、平成28年4月1日から施行する。
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