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１ 策定経過 

 

年月日 会議等 

令和２年８月３日 

第１回伊達市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

・介護保険制度改革の概要について 

・第９次高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の概要について 

令和 2 年 10 月１５日 

第２回伊達市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

・介護保険施設等整備意向調査結果について 

・伊達市高齢者福祉計画・介護保険事業計画課題について 

・伊達市高齢者福祉計画・介護保険事業計画骨子について 

令和 2 年 12 月 23 日 

第３回伊達市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

・介護サービスと介護保険料の見込みについて 

・第９次高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の素案について 

令和３年１月２８日 
第４回伊達市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

・第９次高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の成案について 

令和２年１２月２３日～ 

令和３年１月１２日 
意見公募（パブリック・コメント）の実施 

 

 

 

資 料 



２ 伊達市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会名簿 

 

（敬称略） 

 
氏  名 所  属 

委員長 安田 俊広 福島大学 人間発達文化学類 教授 

 髙野 俊夫 伊達医師会 理事 

 安部 惠子 伊達市民生委員協議会 委員（保原方部副会長） 

 菊地 和子 伊達市老人クラブ連合会 副会長 

 佐々木 シゲ子 伊達市国民健康保険運営協議会 委員 

 福地 アイ子 福島人権擁護委員協議会伊達市部会 副部会長 

 星 祐一 社会福祉法人信達福祉会 常務理事兼施設長 

 貝沼 勝敏 伊達介護支援専門員連絡協議会 会長 

 安田 章弘 伊達市社会福祉協議会 事務局長兼総務課長 

副委員長 森 美樹 伊達市保原地域包括支援センター 所長 

 

 

  



３ 介護保険制度の改正内容 

介護保険制度については、計画の期間に合わせ、３年ごとに大きな見直しが行われます。

第８期計画に合わせて行われる今回の制度改正において、地域共生社会の実現を図るため、

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

備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施

策や介護サービス提供体制の整備の促進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人

材確保及び業務効率化の取組みの強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置

を講ずるための改正が行われています。 

 

主な改正内容は以下のとおりです。 

 

Ⅰ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の

支援 

 

地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中で、次のような課題があります。 

①従来の属性別の支援体制では、対応が困難。 

②属性を超えた相談窓口の設置等の包括的な支援体制の構築を行う動きがあるが、各制度の

国庫補助金の制度間流用にならないようにするための経費按分に係る事務負担が大きい。 

このため、市町村が包括的な支援体制を円滑に構築できるような仕組みを創設することが

必要です。 

（１）社会福祉法に基づく新たな事業の創設 

   ○市町村において、既存の相談支援等の取組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化し

た支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ

地域づくりに向けた支援を実施する事業を創設します。 

   ○新たな事業を実施する市町村に対して、関連事業に係る補助等について一体的な執行を行

うことができるよう、交付金を交付します。 

    



Ⅱ 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

   

     2025 年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に加え、さらに 2040 年を見据える

と、介護サービス需要の更なる増加・多様化への対応が求められます。このため、介護サ

ービス提供体制の整備等について、地域の特性に応じた取組みを推進することが必要とな

ります。 

 

（１）認知症施策の総合的な推進 

    ○認知症施策について、「認知症施策推進大綱」の考え方、「共生」の考え方を踏まえ、認

知症の人と地域住民の地域社会における共生の推進や、地域における認知症の人への支

援体制の整備、認知症の予防に関する調査研究について、研究機関の関係者との連携や、

成果の普及・発展に努めます。 

 

     ・「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認

知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、という意味であり、引き続き、生活

上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、周囲や地域の理解と協力の下、本人

が希望を持って前を向き、住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続け

ることができる社会を目指すこととしています。 

 

     ・「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせ

る」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味であるとしています。 

 

（２）地域支援事業におけるデータの活用 

    ○地域支援事業を実施するにあたっては、ＰＤＣＡサイクルに沿って、効果的・効率的に

取組みが進むよう、介護関連データを活用し、適切かつ有効に行うものとします。 

 

（３）介護サービス提供体制の整備 

    ○介護保険事業計画について 

     今後の介護サービス基盤の整備にあたっては、高齢者人口や介護サービスのニーズを中

長期的に見据えながら、計画的に進める必要があることから、介護保険事業計画の策定に

当たり、当市の人口構造の変化の見通しを勘案し、また、介護保険事業計画の記載事項と

して、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を追加します。 

  

   ○有料老人ホームに係る県と市との間の情報連携の強化 

    適切な介護基盤整備を進めるため、有料老人ホームの情報の把握のため、県・市間の情

報連携強化の規定を整備します。 

 

 

 



Ⅲ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

 

  地域の医療・介護の状況を正確に把握し、医療・介護分野の調査分析、研究を促進する

ことは、地域に応じた質の高いサービス提供体制の構築に資します。令和元年５月成立の

健康保険法等の一部改正によって、医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）と

介護保険レセプト情報等のデータベース（介護ＤＢ）等の連結・解析が法定化されており、

医療・介護分野データの有益な解析等が期待されます。 

 

（１）介護分野のデータ活用の環境整備 

○介護分野におけるデータ活用をさらに進めるため、現行収集している要介護認定情報・

介護レセプト等情報に加え、厚生労働大臣は、通所・訪問リハビリテーションの情報（Ｖ

ＩＳＩＴ情報）や高齢者の状態やケアの内容等に関する情報（ＣＨＡＳＥ情報）、地域支援

事業の利用者に関する情報（基本チェックリスト情報等）の提供を求めることができます。 

 

（２）医療・介護分野のデータの名寄せ・連結精度の向上等 

 ○現行のＮＤＢ等の医療・介護データの名寄せ・連結精度の向上に向けて、社会保険診療

報酬支払基金等が、医療保険のオンライン資格確認のために管理する被保険者番号の履歴

を活用し、正確な連結に必要な情報を、安全性を担保しつつ提供することができることと

します。 

 

  ○正確な連結の基盤となるオンライン資格確認を普及させる観点から、社会保険診療報酬

支払基金の業務に、当分の間、医療機関等の申込みに応じ、オンライン資格確認に必要な

物品（オンライン資格確認システムに対応した顔認証付きカードリーダー）を調達・提供

する業務を追加します。 

 

Ⅳ 介護人材確保及び業務効率化の取組みの強化 

 

     現在の介護分野における人材不足は深刻であり、また、2025年以降、担い手となる現

役世代の減少が顕著となる中で、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保を図るため、

介護人材の確保や介護業務の効率化に係る取組みを強化します。 

 

（１）介護保険事業計画に基づく取組み・事業者の負担軽減 

    ○地域の実情に応じて、県と市の連携した取組がさらに進むよう、介護保険事業計画の記

載事項として、介護人材の確保・資質の向上や、その業務の効率化・質の向上に関する事

項を追加します。 

 

    ○有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための規定を整備します。 

 

 



  （２）介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置延長 

    ○介護福祉士養成施設の卒業者は、従前、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得し

てきましたが、平成２８年の法改正により、平成２９年４月から経過措置付きで、国家試

験が義務付けられています。 

 

    ○この経過措置は、現行５年間（令和３年度卒業者まで）ですが、介護分野における目下

の深刻な人材不足状況などを考慮し、さらに５年間（令和８年度卒業者まで）延長します。 

 

Ⅴ 社会福祉連携推進法人制度の創設 

 

     人口動態の変化や福祉ニーズの複雑化・複合化の中で、社会福祉法人は、法人の経営基

盤の強化を図るとともに、こうした福祉ニーズに対応することが求められています。 

     このため、社会福祉法人間の連携方策として、「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連

携」、「合併、事業譲渡」、「社会福祉法人の新設」に加え、新たな選択肢の一つとして、社

会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会福祉連携推進法人」を創設します。 

 

○社会福祉連携推進法人（一般社団法人を認定） 

   

  



４ 令和元年度アンケート調査結果（グラフ） 

（１）在宅介護実態調査の結果 

① 主な介護者の年齢 

主な介護者の年齢は、「60 代」が 32.6％と最も高く、次いで｢50 代｣が 27.6％とな

っており、60歳以上が 6割以上を占めます。また、「20歳未満」は、0％となっており、

最も低い「20 代」が 0.9％となっています。 

 

 

 

② 本人の年齢別・主な介護者の年齢 

「85～89歳」を介護する 50 代、60 代の方の合計が 78.7%になり、「90 歳以上」を

介護する 50代、60 代の方の合計が 72.0%になっています。 

 



③ 介護保険サービス利用状況 

全体の 53.7％が「利用した」となっており、「利用していない」が 31.2％となって  い

ます。 

 

 

 

④ 介護保険サービス別利用頻度 

令和元年 12月の 1 カ月あたりの各介護保険サービスの利用回数については、「通所介護

（デイサービス）」の週 2回程度が 20.8％と最も高く、次いで「通所介護（デイサービス）」

の週 1回程度と「通所リハビリテーション（デイケア）」の週 1 回程度が 11.1％となって 

います。

 



⑤ 介護保険サービスを利用していない理由 

介護サービスを利用しない理由としては、全体の 34.1％が「現状では、サービスを利用

するほどの状態ではない」と回答しており、次いで「本人にサービス利用の希望がない」が

14.5％、「家族が介護をするため必要ない」が 12.1％となっています。 

    

 

 

⑥ 介護保険以外の支援・サービスについて 

介護保険以外の支援・サービスについては「利用していない」が 50.5％と最も高くなっ

ており、次いで「移送サービス（介護・福祉タクシー）」が 8.1％、「掃除・洗濯」が 4.9％

となっています。 

         



⑦ 主な介護者が不安に感じる介護内容 

主な介護者が不安に感じる介護内容は、「認知症状への対応」が 29.3％と最も高く、次

いで「夜間の排泄」が 23.8％、「外出の付き添い、送迎」が 21.7％となっています。 

  

 

 ⑧ 在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについて 

在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについては、全体の 21.3％が「特にな

し」と回答しており、次いで「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が 12.6％、「見

守り、声かけ」が 8.8％となっています。 

      



（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果 

 

① 家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手 

全体で「そのような人はいない」と回答した方が 34.6％と高くなっており、次いで「医

師・歯科医師・看護師」が 25.7％となっています。男女別でも「そのような人はいない」

と回答した方が 3 割以上と最も高く、「医師・歯科医師・看護師」が 2 割強となっています。 

 

 

 

 

 

 



 

② 一人暮らしの方、または将来、一人暮らしとなった場合の住居についての考え 

    一人暮らしの方、または将来一人暮らしとなった場合の住居については、「現在のまま自 

宅で生活したい」が 69.0％と最も高く、次いで「老人ホームなどの施設に入りたい」が

7.9％となっています。 

男女別では、「現在のまま自宅で生活したい」が男性で 71.7％と女性と比較して 5.2ポイン

ト高くなっています。 

 

[全体] 

 

 

[性別] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 地域住民の有志による健康づくり活動や趣味等のグループ活動に参加者として参加し

たいと思うか 

全体で「是非参加したい」と「参加してもよい」と回答した方の合計は 57.5％、「参

加したくない」は 26.3％となっており、「既に参加している」は、1 割程度となってい

ます。男女別、地域別でみても「是非参加したい」と「参加してもよい」と回答した方が

5 割以上と高くなっています。 

 

[全体] 

      

[性別] 

      

 

 

    ④ 地域住民の有志による健康づくり活動や趣味等のグループ活動に企画・運営（お世話役）

として参加したいと思うか 

全体で「是非参加したい」と「参加してもよい」と回答した方の合計は 35.3％、「参

加したくない」と回答した方は 48.0％となっており、「既に参加している」は、1割以

下となっています。男女別、地域別でみても「参加したくない」と回答した方が 4～5割

以上と高くなっています。 

 

[全体] 

     

[性別] 

     



⑤ 週 1 回以上の外出の有無 

外出の頻度について「週 2～4回」が 41.0％と最も高く、次いで「週 5回以上」が 33.7％、

「週 1回」が 16.8％となっています。 

 

     

 

 

 

⑥ 昨年と比べた外出の回数について 

外出の回数について「とても減っている」と「減っている」を合計すると 22.9％にな

り、「あまり減っていない」と「減っていない」を合計すると 74.7％になっています。 

 

  

  



⑦ 外出を控えている理由 

外出を控えている理由は、「足腰などの痛み」が 49.2％と最も高く、次いで「交通手段

がない」が 18.8％、「外での楽しみがない」が 18.6％となっています。 

男女別では、男性で「外での楽しみがない」が 24.7％と女性と比較して 9.7 ポイント高

く、女性で「足腰などの痛み」が 52.8％と男性と比較して 9.5ポイント、「交通手段がな

い」が 22.2％と男性と比較して 9.2 ポイント高くなっています。 

 

     

  



⑧ 認知症のおそれのあるリスク該当者 

認知症の評価結果は、日頃の物忘れの状況等から評価しました。 

全体の 52.2％が、認知症のおそれのある「リスク該当者」となっています。男女別では、

「リスク該当者」は男性が 50.6％、女性が 53.6％と共に５割以上となっています。 

 

 

                

 

 

⑨ 認知症に関する相談窓口について 

認知症に関する相談窓口を知っているかは、「いいえ」が 65.0％と最も多く、「はい」は、

29.2％となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 令和元年度アンケート調査結果概要 

（１）在宅介護実態調査 

① 施設等への入所・入居の検討状況 

入所・入居は検討していない  66.0％ 

入所・入居を検討している  15.1％ 

すでに入所・入居申し込みをしている 11.8％ 

② ご本人が抱えている傷病 

認知症           18.4％  眼科・耳鼻科疾患        12.8％ 

心疾患            9.7％   骨粗しょう症等      11.1％ 

脳血管疾患            7.7％ 

③ 介護保険サービス利用状況 

利用した           53.7％  利用していない         31.2％ 

④ 介護保険サービス別利用頻度 

デイサービス            65％          他のサービス    7.5％～43.1％ 

⑤ 介護保険サービスを利用しない理由 

利用するほどの状態ではない        34.1％ 

本人にサービス利用の希望がない 14.5％ 

家族が介護するため必要ない        12.1％ 

利用料を払うのが難しい   2.3％ 

サービスを受けたいが手続きや利用方法がわからない   5.1％ 

⑥ 介護保険以外の支援・サービスについて 

移送サービス     8.1％ 

掃除・洗濯     4.9％ 

利用していない   50.5％ 

⑦ 在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについて 

特になし        21.3％ 移送サービス        12.6％ 

見守り・声かけ       8.8％ 外出同行                  9.2％ 

掃除・洗濯          8.0％        配食              5.8％ 

 



⑧ 訪問診療の利用について 

利用している        13.2％ 

⑨ ご家族やご親族からの介護頻度 

ほぼ毎日ある        37.1％         ない       28.5％ 

※⑨で家族や親族からの介護があると回答した方 

⑩ 介護を主な理由として、過去１年の間に仕事を辞めた方 

主な介護者が仕事を辞めた               8.8％ 

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた            1.8％ 

主な介護者が転職した                 2.3％ 

主な介護者以外の家族・親族が転職した               0.6％ 

⑪ 主な介護者の続柄 

子                   48.1％  配偶者       23.8％ 

子の配偶者          17.3％ 

⑫ 主な介護者の性別 

女性           61.6％     男性       32.3％ 

⑬ 主な介護者の年齢 

60 歳代          32.6％  50 歳代      27.6％ 

80 歳以上          10.3％  70 歳以上   27.3％ 

⑭ 主な介護者が行う介護内容    

家事（掃除・洗濯、買い物）  76.5％ 

食事の準備    69.5％ 

金銭管理や生活面に必要な諸手続         67.2％ 

外出の付き添い、送迎          66.0％ 

服薬     47.8％ 

衣服の着脱    32.3％ 

⑮ 主な介護者が不安に感じる介護内容 

認知症への対応    29.3％      夜間の排泄 23.8％ 

外出の付き添い・送迎    21.7％   日中の排泄    17.9％ 

入浴・洗身        16.4％ 

 



⑯ 主な介護者の方が生活上不安に感じている内容 

自分の精神的負担       43.7％    自分の身体的負担    39.3％ 

終わりが見えない介護の期間 30.8％    自分の時間的負担   25.2％ 

自分の仕事への影響      21.7％    経済的負担       23.2％ 

⑰ 主な介護者の勤務形態 

働いていない     44.3％    フルタイム      27.6％ 

パートタイム     16.7％ 

※⑰主な介護者の勤務形態で「フルで働いている」「パートで働いている」と回答した方 

⑱ 主な介護者の働き方の調整 

特におこなっていない    35.1％ 

介護の為に労働時間を調整しながら働いている 33.8％ 

介護の為に休暇を取りながら働いている  23.8％ 

⑲ 勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があるか 

介護休業・休暇等の制度の充実          28.5％ 

制度を利用しやすい職場づくり          27.8％ 

介護をしている従業員への経済的な支援         21.9％ 

労働時間の柔軟な選択           21.2％ 

⑳ 主な介護者の仕事と介護の両立の意思 

問題なく続けていける                7.3％ 

問題はあるが何とか続けていける           58.9％ 

続けていくのはやや難しい                6.6％ 

続けていくのはかなり難しい           9.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

① あなたは普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか 

介護・介護は必要ない                    85.7％ 

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない   7.9％ 

現在、何らかの介護を受けている（家族介護も含む）   2.7％ 

※①で「介助が必要ない」以外と回答した方 

② 介護・介助が必要になった主な原因はなんですか 

高齢による衰弱 19.8％  骨折・転倒  14.2％ 

心臓病  11.7％  認知症       10.6％ 

脳卒中  10.3％     糖尿病     9.2％ 

※①で「現在何らかの介護を受けている」方 

③ 主にどなたの介護・介助を受けていますか 

配偶者  26.9％ 

娘   16.2％    

息子   15.4％ 

介護サービスのヘルパー 6.9％ 

④ 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか 

ふつう  57.9％  やや苦しい     24.8％ 

大変苦しい   8.5％  ややゆとりがある      3.6％ 

大変ゆとりがある  0.9％ 

⑤ お住まいは一戸建て、または集合住宅のどちらですか 

持ち家（一戸建て） 93.5％ 

⑥ 一人暮らしの方、または将来一人暮らしとなった場合の居住について、どのようなお考えで

すか 

現在のまま自宅で生活したい  69.0％ 

老人ホームなどの施設に入りたい   7.9％ 

高齢者専用の住宅に移りたい    4.2％ 

 

 

 



※⑤で「持ち家」と回答した方 

⑦ もし、現在住んでいるところから住み替えをした場合、現在の家屋や土地をどうしたい、ま

たはどうできればよいと考えますか 

家族のために残しておきたい   57.9％ 

売りたい     19.6％ 

賃貸で貸したい     7.1％ 

 

≪からだを動かすことについて≫ 

⑧ 階段を手すりや壁を伝わらずに上っていますか 

できるし、している    65.3％   

できるけど、していない     18.9％ 

⑨ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 

できるし、している    76.7％   

できるけど、していない    11.1％ 

⑩ 15 分くらい続けて歩いていますか 

できるし、している    69.4％   

できるけど、していない    20.8％ 

⑪ 身近に気軽に集まれる場所（サロン・元気づくり会等）があれば参加したいですか 

毎日参加したい     2.1％ 

週２～３回は参加したい   15.5％ 

週１回くらい参加したい       41.6％ 

参加したくない         32.9％ 

⑫ 過去 1 年間で転んだ経験がありますか 

何度もある      7.8％ 

１度ある     21.2％ 

ない      68.5％ 

⑬ 転倒に対する不安は大きいですか 

とても不安である  13.0％   やや不安である       36.1％ 

あまり不安でない  27.5％   不安でない       20.2％ 

 



⑭ 週に１回以上は外出していますか 

ほとんど外出しない    5.7％   週１回     16.8％ 

週２～４回    41.0％  週５日以上    33.7％ 

⑮ 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 

とても減っている   2.9％   減っている    20.0％ 

あまり減っていない  35.2％  減っていない    39.5％ 

⑯ 外出を控えていますか 

はい    16.8％  いいえ     80.4％ 

※⑯で外出を控えていると回答した方 

⑰ 外出を控えている理由 

足腰などの痛み   49.2％  交通手段がない    18.8％ 

外での楽しみがない   18.6％      トイレの心配    17.6％ 

⑱ 外出する際の移動手段は 

自動車（自分で運転）              65.8％ 

自動車（人に乗せてもらう）      24.6％ 

徒歩         41.8％ 

 

≪食べることについて≫ 

⑲ 身長・体重・BMI 

やせ型 5.7％   適正  62.8％  肥満 27.0％ 

⑳ 歯や口の健康状態について 

半年前に比べて固いものが食べにくい   31.8％ 

お茶や汁物等でむせることがある     23.0％ 

口の渇きが気になる           24.7％ 

歯磨きを毎日している          86.8％ 

入れ歯を使用している          59.5％ 

入れ歯のかみ合わせは良い        77.8％ 

毎日入れ歯の手入れをしている      86.3％ 

㉑ 6 カ月間で 2～3ｋｇ以上の体重減少があった   9.7％ 

㉒ どなたかと食事を共にする機会はありますか 

  毎日ある 54.8％        週に何度かある 6.3％     月に何度かある 15.6％ 

  年に何度かある 13.7％   ほとんどない   7.8％ 



≪毎日の生活について≫ 

㉓ 物忘れが多いと感じますか 

はい  45.4％  いいえ  51.3％ 

㉔ 今日が何月何日かわからないときがありますか 

はい  24.1％  いいえ  73.7％ 

㉕ 日常生活での活動について 

バスや電車を使って一人で外出している      76.9％ 

自分で食品・日用品の買い物をしていますか    79.9％ 

自分で食事の用意をしていますか         66.8％ 

自分で請求書の支払いをしていますか       80.2％ 

自分で預貯金の出し入れをしていますか      81.4％ 

㉕-2 ㉕で日用品の買い物をできるけどしていない、出来ない理由 

他の人に任せている  51.4％ 

重い荷物が運べない  14.5％ 

移動手段がない  11.6％ 

㉖ 必要と感じる支援・サービスはどれか 

特になし          51.2％           雪かき      15.9％ 

庭木・花の手入         14.6％           掃除      8.6％ 

調理                   6.6％         ごみ出し       6.4％ 

外出同行                 6.2％         移送サービス     5.6％ 

㉗ 自分が誰かにしてあげられると思える支援・サービスは次のどれか 

特になし         30.3％   ごみ出し            28.2％ 

見守り・声かけ        27.7％   掃除              19.8％ 

買い物                     19.8％            外出同行       19.6％ 

㉘ 日常生活や社会参加について 

年金などの書類がかける               88.7％ 

新聞や本・雑誌を読んでいる             92.4％ 

健康についての記事や番組に関心がある        91.1％ 

友人・知人の家を訪ねている             74.4％ 

趣味がある                    66.0％ 

生きがいがある                 54.8％ 

畑仕事や庭仕事をしている              71.6％ 



 

≪地域での活動について≫ 

㉙ 以下のような会・グループにどのくらいの頻度で参加していますか 

ボランティアグループ   参加していない    49.0％ 

スポーツ関係のグループやクラブ 参加していない    44.7％ 

趣味関係のグループ   参加していない    42.0％ 

学習・教養サークル   参加していない    49.9％ 

老人クラブ    参加していない    49.8％ 

町内会・自治会   参加していない    27.2％ 

㉚ 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした

地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加してみたいですか 

ぜひ参加したい    9.1％  参加してもよい    48.4％ 

参加したくない  26.3％ 

㉛ 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした

地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営として参加してみたいと思い

ますか 

ぜひ参加したい    3.4％  参加してもよい    31.9％ 

参加したくない   48.0％ 

㉜ たすけあいについて 

あなたの心配事や愚痴を聞いてくれるひと 

配偶者    55.5％  友人     45.2％ 

兄弟、親戚等   37.9％  別居の子ども       34.0％ 

あなたが心配事や愚痴を聞いてあげる人 

配偶者         51.9％            友人          45.8％ 

兄弟、親戚等      39.8％            別居の子ども      32.8％ 

あなたが病気で数日寝込んだ時に、看病や世話をしてくれる人 

配偶者       63.0％             同居の子ども      36.6％ 

あなたが看病や世話をしてあげる人 

配偶者     64.2％          兄弟、親戚等      29.6％ 

 

 



家族や友人・知人以外で、何かあった時に相談する相手 

そのような人はいない   34.6％ 

医師・歯科医師・看護師   25.7％ 

社会福祉協議会・民生委員        16.6％ 

自治会・町内会・老人クラブ    15.5％ 

よく会う友人・知人はどんな関係の人ですか 

近所・同じ地域の人      61.1％ 

 

≪健康について≫ 

㉝ 現在のあなたの健康状態はいかがですか 

とてもよい         12.8％     まあよい            66.6％ 

あまりよくない             14.8％     よくない                 2.2％ 

㉞ あなたは、現在どの程度幸せですか（１０点満点） 

８点   21.2％             ５点 18.9％            10 点   16.9％ 

㉟ この１カ月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか 

はい                 32.9％     いいえ            62.2％ 

㊱ この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じが

よくありましたか 

はい                 23.2％    いいえ                70.5％ 

㊲ お酒は飲みますか 

ほぼ毎日飲む         23.1％     時々飲む            17.7％ 

ほとんど飲まない        26.0％     もともと飲まない        30.1％ 

㊳ タバコは吸っていますか 

ほぼ毎日吸っている         7.2％     時々吸っている     1.4％ 

吸っていたがやめた        28.2％     もともと吸っていない    59.8％ 

㊴ 現在治療中、または後遺症のある病気はありますか 

脳卒中（脳出血・脳梗塞等） 46.9％     目の病気            21.1％ 

  



６  用語集 

（１）介護サービス 

①居宅介護（介護予防）サービス 

サービス種類 説明 

訪問介護 

（ホームヘルプサービス）  

介護福祉士や訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問し

て、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行う

サービス 

訪問入浴介護  

自宅の浴槽での入浴が困難な人に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用

者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介護を行うサービス

で、重度の要介護者の利用が多いサービス 

訪問看護  

医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェッ

ク、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスで、比較的

重度の要介護者の利用が多いサービス 

訪問リハビリテーション 

医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問

し、利用者の心身機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるために

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービス 

通所介護（デイサービス） 
日中、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練

等を日帰りで提供するサービス 

通所リハビリテーション 

（デイケア）  

介護老人保健施設や診療所、病院等の医療機関において、日常生活の

自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーシ

ョンを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービス 

居宅療養管理指導 

在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、

薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が家庭を訪問し療養上の管理や指

導、助言等を行うサービス 

短期入所生活介護  
特別養護老人ホーム等の福祉施設に短期間入所してもらい、食事、入

浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービス 

短期入所療養介護  

介護老人保健施設や医療施設に短期間入所してもらい、医師や看護職

員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援等を行う

サービス 

福祉用具貸与 
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るため、

車イスや特殊寝台等の福祉用具を貸し出すサービス  

居宅介護支援  

介護を必要とされる人が、自宅で適切にサービスを利用できるように、

ケアマネジャーが心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿っ

て、ケアプランを作成するとともに、さまざまな介護サービスの連絡・

調整等を行うもの 

福祉用具購入  
貸与になじまない入浴や排せつ等のための福祉用具を購入した場合

に、購入費用を助成するサービス 

住宅改修  
手すりの取り付け、段差の解消等、家屋を住みやすく改修する場合に

その費用の一部を助成するサービス 

特定施設入居者生活介護 

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人

ホーム等が、入居している利用者に対して入浴、排せつ、食事等の介

護、その他必要な日常生活上の支援を行うサービス 



  

②地域密着型介護（介護予防）サービス 

サービス種類 説明 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護  

日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携

しながら、定期巡回と随時の対応を行うもの 

認知症対応型共同生活介護

（グループホーム） 

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、機能訓練を行うもの 

認知症対応型通所介護  

デイサービスセンターや特別養護老人ホーム等において、通所してき

た認知症の利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護や生活等に

関する相談、健康状態の確認、機能訓練等を行うもの 

小規模多機能型居宅介護  

通いによるサービスを中心にして、利用者の希望等に応じて、訪問や

宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活

上の世話、機能訓練を行うもの 

看護小規模多機能型居宅 

介護 
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて提供するサービス 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護  

入所定員が 29 人以下の特別養護老人ホームに入所している要介護者

について、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、健康管理等を行うもの 

地域密着型通所介護 一定定員以下の小規模型の通所介護のこと 

 

 

 ③施設介護サービス 

サービス種類 説明 

介護老人福祉施設  

寝たきりや認知症等で、常に介護が必要で自宅での生活が難しい人の

ための施設。入所により、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、

健康管理、療養上の世話等が受けられる施設  

介護老人保健施設  
入所者に対してリハビリテーション等の医療サービスを提供し、家庭

への復帰を目指す施設 

介護療養型医療施設  

病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという人が入所し

て、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーショ

ン等を受けることができる施設 

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、

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミ

ナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介

護保険施設。要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活

上の世話（介護）」を一体的に提供する施設。 

 

 

 

  



（２）その他の用語 
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■アウトリーチ 

 生活上の課題を抱えながらも自ら援助にアクセスできない個人や家族に対する訪問支援、当事者

が出向きやすい場所での相談会の開催、地域におけるニーズ発見の場や関係づくりなどにより、支

援につながるよう積極的に働きかける取組み。 

 

■新しい生活様式 

 長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対

策を、これまで以上に日常生活に定着させ、持続させなければならないこと。 

 

■アドバンス・ケア・プランニング 

 今後の治療・療養について患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス。 

 

■インセンティブ 

 目標への意欲を高める刺激。動機づけ。 

 

■インフォーマルサービス 

 法律や制度に則らないサービス。例として、NPO 法人やボランティアグループの実施するサー

ビスのほか、地域の助け合い活動なども含まれる。 

 

■SDGｓ（エスディージーズ） 

 持続可能な開発目標（SDGｓ）とは、国連の持続可能な開発のための国際目標であり、17 のグ

ローバル目標と 169のターゲット（達成基準）からなる。 

【17 のグローバル目標】 

①貧困をなくそう ②飢餓をゼロに ③すべての人に健康と福祉を ④質の高い教育をみん

なに ⑤ジェンダー平等を実現しよう ⑥安全な水とトイレを世界中に ⑦エネルギーをみ

んなにそしてクリーンに ⑧働きがいも経済成長も ⑨産業と技術革新の基盤をつくろう 

⑩人や国の不平等をなくそう ⑪住み続けられるまちづくりを ⑫つくる責任つかう責任 

⑬気候変動に具体的な対策を ⑭海の豊かさを守ろう ⑮陸の豊かさも守ろう ⑯平和と公

正をすべての人に ⑰パートナーシップで目標を達成しよう 
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■キャラバンメイト 

 認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し講師を務める人。 



 

■健康寿命 

 WHO が提唱した新しい指標で、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引い

た期間。 

 

■健幸都市（ＳＷＣ スマート・ウェルネス・シティ） 

 個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むことのできること（健幸）をこ

れからの「まちづくり」の中核に位置付け、市民誰もが健康で元気に幸せに暮らせる新しいまちづ

くりのこと。 

 

■県北圏域退院調整ルール 

 入院患者が退院する際に、必要な介護保険サービスをすぐに受けられるようにするための、県北

医療圏における連携の仕組み。病院とケアマネジャーが、患者の入院時から情報を共有し、退院に

向けて、話し合い（カンファレンス）や介護保険サービスの調整などを行うもの。 

 

■高齢化率 

 総人口のうち 65歳以上の人の占める割合。 

 

■高齢者サロン 

 高齢者の生きがい活動や元気に暮らすきっかけづくり、地域の人同士のつながりを深める自主活

動の場。 

 

■高齢者見守りＱＲコード 

 認知症等により、行方不明、自宅に帰ることができなくなる恐れのある高齢者等について、24

時間 365 日の連絡体制を確保し、高齢者等が保護された際、ＱＲコードを読み取ることで早期に

身元が確認できるもの。 
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■災害時要援護者 

 災害から身を守るため、安全な場所に避難するなどの一連の防災活動をとる際に支援を必要とす

る人々。 

 

■自立支援型マネジメントサービス 

 要支援及び要介護認定者のうち軽度者を対象として、介護保険サービスを受けるためのケアプラ

ンを医療・介護等の専門職が見直し、利用者の課題解決を目指すもの。 

 

 



 

■ジェンダー 

 生物学的な性別に対し、社会的・文化的につくられる性別のこと。男女の社会的・文化的役割の

違いや男女間の関係性を示す。 

 

■スクールコミュニティ 

 地域総ぐるみで子どもを見守り育てようという考え方。 

 

■成年後見制度 

 認知症、知的障がい、精神障がい等によって、判断能力が十分ではない人を保護するための制度。

補助、補佐、後見、任意後見の制度がある。 
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■第１号被保険者 

 65 歳以上の人。介護が必要になった原因を問わず介護保険を利用できる。 

 

■第２号被保険者 

 40 歳～64 歳の人。介護保険の対象となる病気（特定疾病）が原因で要介護認定を受けた人。 

 

■団塊ジュニア世代 

 昭和 46 年～49 年（1971～1974）ごろの第２次ベビーブーム時代に生まれた人々。団塊の

世代の子どもにあたる世代。 

 

■地域共生社会 

 高齢者や障がいを持つ人たちなど困難を持つ人を地域住民が自分たちのこと「我がごと」ととら

え、公的福祉サービスでは対応できない身の回りの支援等を地域で支え合う仕組み。 

 

■地域内共助 

 地域の災害時要援護者の避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行うなど、周りの人たちと

助け合うこと。 

 

■地域包括ケアを支える伊達ネットワーク委員会 

 住み慣れた地域で自分らしく暮らすことを可能とする地域包括ケア実現に向けて、医療と介護の

協働と関係機関の有機的な連携を可能とするために平成 25 年度に医療・介護・福祉等の有志で設

立されたもの。 

 

 



 

■地域包括ケアシステム 

 高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援、サービス提供体制を構

築するシステム。 

 

■地域包括ケア見える化システム 

 都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するための

システム 

 

■地域包括支援センター 

 地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設け

られた施設。主な業務は、包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、

権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント業務）、介護予防支援、要介護状態等になるおそ

れのある高齢者の把握などで、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等が配置されている。 

 

■チームオレンジ 

 市町村がコーディネーターを配置し、地域において把握した認知症の人の悩みや家族の身近な生

活支援ニーズ等と認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組み。 

 

■調整交付金 

 市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで給付費の５％相当分が交付されるも

の。 

 

■デマンド交通 

 バスや電車などのようにあらかじめ決まった時間帯に決まった停留所を回るのではなく、予約を

入れて指定された時間に指定された場所へ送迎する交通サービス。 

 

■特定健康診査 

 日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防のために、40 歳から 74 歳までの人を対

象に、メタボリックシンドロームに着目して行う健診。 

 

■特定保健指導 

 特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防

効果が多く期待できる人に対して、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を見直す

ためのサポート。 
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■日常生活圏域 

 市民が住み慣れた地域で、適切なサービスを受けながら生活の質を維持して暮らし続けることが

出来るように、地理的条件・人口・交通事情・その他の社会的条件、介護サービスを提供する施設

の整備状況などを勘案し、市域を区分したもの。 

 

■任意事業 

 地域の実情に応じ、市町村独自の発想や創意工夫した形態で実施され、制度の趣旨に合致すれば

多様な事業展開が可能。 

 

■認知症カフェ 

 認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有しお互いを理解し合う場。 

 

■認知症ケアパス 

 地域ごとに、認知症の発症予防から人生の最終段階まで、生活機能障害の進行状況に合わせ、い

つ・どこで・どのような医療介護サービスを受ければよいのか、これらの流れをあらかじめ標準的

に示したもの。 

 

■認知症サポーター 

 認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援し、誰もが暮らしやすい地域を作っ

ていく応援者。 

 

■認知症サポート医 

 地域における認知症医療・介護などがスムーズに連携し機能するようサポートする高い専門性を

持った医師。 

 

■認知症疾患医療センター 

 認知症の鑑別診断と対応、周辺症状・身体合併症への対応、専門医療相談の実施、地域の関係機

関との連携促進等を行う医療機関。 
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■8050 問題（7040問題） 

 80 代（70 代）の親が 50 代（40 代）のひきこもりの子の生活を支え、社会から孤立する新た

な社会問題。 

 

 



 

■福祉避難所 

 高齢者や障がい者、その他の特別な配慮を必要とする要配慮者を受け入れるための設備、機材、

人材を備えた避難所施設。 

 

■フレイル 

 日本老年医学会が 2014 年に提唱した概念。高齢になるにつれて、筋力や心身の活力が低下し

ていく状態。自立した生活が出来なくなる危険性が高い状態で、多くの人が「フレイル（虚弱）」

の段階を経て「要介護状態」になるといわれている。適切な治療や予防により、生活機能の維持向

上が可能な状態。 

 

■包括的支援事業 

 地域のケアマネジメントを総合的に行うために、介護予防ケアマネジメント、総合相談や支援、

権利擁護事業、ケアマネジメント支援などを包括的に行う事業。 
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■メタボリックシンドローム 

 内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中になりや

すい病態。 
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■要介護認定者 

 身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的な動

作について、常時介護を要する状態であると認定された人。 

 

■養護者 

 高齢者を現に養護する人（養介護施設等従事者以外）で、金銭の管理、食事や介護などの世話、

自宅の鍵の管理など何らかの世話をしている人（高齢者の世話をしている親族、家族、同居人等）。 

 

■要支援認定者 

 身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的な動

作について、常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に役立つ支援が必要と見込まれ、あ

るいは身体上又は精神上の障害があるために、日常生活を営むうえで支障があると見込まれる状態

であると認定された人。 
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