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第５章 第８期計画の概要 

 

第１節 地域支援事業、高齢者福祉事業の推進の方向性について 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

総合事業の効果的な推進に向けて、今後、介護予防・生活支援サービス事業を受けていた要支

援者等が要介護認定を受けても、本人の希望により引き続き介護予防・生活支援サービス事業が

受けられるよう、介護サービス事業所の意向も踏まえ、対象者や単価の弾力化を検討していきま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 訪問型サービス 

要支援認定者及び事業対象者を対象に、訪問介護職員による身体介護及び生活援助のサービスを

行います。また「生活支援サービス従事者研修」受講者が訪問型サービスＡ及びＢに従事出来るよ

うに取り組みます。 

 

（２） 通所型サービス 

要支援認定者及び事業対象者を対象に、通所介護事業所においてサービスを提供すると共に機能

訓練を行います。また今後は住民主体の通いの場を増やし介護予防に取り組みます。 

 

（３） 短期集中型サービス 

要支援認定者及び事業対象者を対象に、短期集中の介護予防サービスとしてリハビリテーション

専門職等（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士）が状態改善のために必要な指導及

び助言を行い、サービス終了後に通いの場へ繋ぐように取り組みます。また利用者の状態改善に取

り組んだ事業所に対しての評価に取り組みます。 

■総合事業の構成 



  

90 

 

（４） 介護予防ケアマネジメント 

介護予防及び日常生活支援を目的とし、要支援認定者及び事業対象者を対象に、訪問型サービ

ス・通所型サービス等の介護予防ケアマネジメントを実施します。 

 

（５） 介護予防把握事業 

地域にあるネットワークを活用するほか、さまざまな社会資源との連携、高齢者世帯への個別訪

問、同居していない家族や近隣住民からの情報収集等により、高齢者の心身の状況や家族の状況等

についての実態把握を行います。支援が必要な世帯を把握した場合は、相談内容に即したサービス

又は制度に関する情報提供や、関係機関の紹介等を行い、継続的・専門的な相談支援の場合は個別

の支援計画を作成します。 

 

（６） 介護予防普及啓発事業 

一般高齢者を対象に、介護予防について基本的な知識を広く普及させるため、地域での講演会や

パンフレットの配布等を行い、引き続き啓発を行っていきます。 

また地域において高齢者が自主的に介護予防活動に取り組み、日々の生活の中で継続できるよう

な運動教室や介護予防教室を行っています。 

 

（７） 地域介護予防活動支援事業 

住民主体の通いの場（週一元気アップ体操等）を充実させ、人と人とのつながりを通じ、またリ

ハビリテーション専門職等が関与しながら、高齢者の通いの場が継続的に拡大していくような地域

づくりを推進していくことを目的とします。 

住民主体の多様なサービスの充実を図り、選択できるサービス、支援を充実させ、状態等に応じ

た住民主体のサービスの利用の促進を図ります。 

 

（８） 一般介護予防事業評価事業 

一般介護予防事業のみならず介護予防・生活支援サービス事業を含め、総合事業全体を評価して

いきます。具体的には、介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般

介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき、事業

全体の改善を目的として実施します。 
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第５章 第８期計画の概要 

 

（９） 地域リハビリテーション活動支援事業 

リハビリテーション専門職等（理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・管理栄養士）を介護事業

所や通いの場及び個人宅へ派遣し、介護予防や重度化防止において専門的な助言をすると共に、地

域ケア会議での各職能団体からの助言者のアドバイスにより、リハビリテーション専門職を介護予

防の場へ派遣し、専門的な指導を受けられるように取り組みます。 
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２．包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業 

（１） 地域包括支援センターについて 
 

市からの委託により設置している地域包括支援センターは、地域の最前線に立ち、高齢者の総合

相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント及び地域ケア会議等を通じたケアマネジメント支援等

を業務とし、市と一体となって、地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みを推進する中核的機

関としての体制強化を図っていきます。 

その運営にあたり、対応機能強化のため、高齢化の状況（高齢者人口の増加、要介護者・要支援

者の増加）、相談件数の増加、困難事例及び平日以外の対応、地域ケア会議及び地域への訪問や実態

把握等の活動を十分に行えるよう、保健師等・社会福祉士・主任介護支援専門員のほか、３職種以

外の専門職や事務職の配置を可能とします。 

年に数回開催する地域包括支援センター運営協議会において、地域包括支援センター業務実施状

況等について協議を実施し、機能充実・強化を図っていきます。協議にあたっては、全国で統一し

て用いられている「評価指標」も活用していきます。 

総合相談支援を効果的に推進するため、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、医療機関、

民生委員等のほか、障害福祉サービス事業所や別府市成年後見支援センター、別府市自立支援相談

支援センターなど、地域における多様な支援者との連携を図っていきます。 

 

■包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）の一体的実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

地域支援の総合相談 虐待防止などの権利擁護事業 

〇ワンストップ相談→多面的（制度横断的）支援

の展開      

・実態把握      行政機関、保健所、医療 

・初期相談対応    機関、児童相談所など必 

・専門相談支援など  要なサービスにつなぐ 

〇社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員とい

った専門職を配置。社会福祉士を中心に対応 

〇高齢者などからの権利擁護にかかる相談等へ

の対応 

〇成年後見制度を円滑に利用できるように情報

提供 

〇虐待早期発見のための地域関係者のネットワ

ーク構築 

※成年後見審判鑑定費用・後見人報酬の助成事業、

センターの社会福祉士自身が後見人になること

等は必須事業の範囲外 

介護予防ケアマネジメント 包括的・継続的ケアマネジメント 

〇高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、主

治医、ケアマネジャーなど多職種協働・多職

種連携による長期継続ケアマネジメントの後

方支援 

・施設・在宅連携、多職種連携のための支援 

・ケアマネジャーの日常的個別指導・相談、支援

困難事例等への指導・助言 等 

〇地域包括ケアシステム確立への取り組み 

〇主任介護支援専門員を中心に対応 

〇要介護状態となることの予防と要介護状態の悪

化防止の一体的対応 

・予防給付のケアマネジメント 

・総合事業のケアマネジメント 

〇保健師、主任介護支援専門員を中心に対応 
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第５章 第８期計画の概要 

 

（２） 任意事業 
 

① 介護給付等費用適正化事業 

   介護支援専門員を雇用し、介護サービスの利用に関する相談を受けるとともに、介護保険

事業所への指導を行います。 

 

②家族介護支援事業 

ア 認知症高齢者見守り事業 

オレンジステッカーの交付とともに、行方不明となった場合に備え「地域住民異変情報の

連絡等に関する協定」の締結事業所と関係機関に情報提供し早期発見を図るため、協定先の

増加に向けて取り組みを行い、見守り体制の充実を図ります。 

認知症地域資源ガイド（認知症ケアパスを含む）を様々な場面で配布し、認知症の人やそ

の家族、医療・介護関係者間で共有され、サービスが切れ目なく提供されるようにその活用

を促進していきます。 

また、認知症施策に関する検討会議を開催し、医療・介護関係者間の連携を強め、家族へ

の支援を強化していきます。 

 

イ 家族介護継続支援事業（家族介護用品給付事業） 

要介護４と５の重度の介護が必要な高齢者を在宅で介護する市民税非課税の世帯に対し、

介護用品の給付を継続して実施します。 

 

③その他の事業 

ア 成年後見制度利用支援事業 

認知症により判断能力が不十分な高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心し

て生活を送ることができるよう、成年後見制度の利用につなげ、財産管理及び福祉や医療サ

ービス契約等の必要な支援を受けられるように支援します。 

親族や本人が申し立てできない場合に、成年後見制度市長申し立てを行います。また、低

所得の方が安心して後見制度を利用できるよう後見人報酬の補助を行います。 

 

イ 住宅改修支援事業 

  介護支援専門員が関与していない要介護者又は要支援者が居宅介護住宅改修・介護予防住

宅改修を行おうとする時、住宅改修を請け負わない事業所に属する作業療法士又は福祉住環

境コーディネーター２級以上の資格を有する者が居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費

の支給の申請に係る理由書を作成した場合に理由書作成手数料を援助します。 

 

ウ 認知症サポーター等養成事業 

認知症サポーター養成講座を開催し認知症に関する正しい理解を深め、認知症の人とその

家族を温かく見守る認知症サポーターを養成していきます。今後、認知症サポーターによる

ボランティア活動の体制構築をおこなうため、地域で活動できる認知症サポーターを増やし

ていけるよう養成講座を実施していきます。 
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エ 地域自立生活支援事業（高齢者配食サービス事業） 

在宅で調理が困難な 65歳以上の高齢者に対して、栄養バランスのとれた配食サービスを

実施し、利用者の安否確認、健康保持及び孤独感の解消に役立てます。 

今後も配食の質の確保のため、検食を実施するとともに、広く事業者を公募します。 

 

３．包括的支援事業（社会保障充実分） 

（１） 在宅医療・介護連携推進事業 

在宅医療と介護の連携を推進し、高齢者がいつまでも望む場（住み慣れた地域等）で、自分の尊

厳を保ちつつ生活を送ることができるように支援することを目的とし、看取りや認知症への対応を

強化した、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を図ります。 

高齢者福祉課に相談員として２名の非常勤職員を配置し、また各地域包括支援センターに相談担

当職員を定め、医療機関と介護機関が連携を図りやすくするための業務を担っています。 
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第５章 第８期計画の概要 

 

（２） 生活支援体制整備事業 

医療、介護サービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である NPO 法人、民間企業、協同組

合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、シルバー人材センター、老人クラ

ブ、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体が共通の地域課題解決にむけて集まり、協働し

多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を目指した一体的な活動を

推進していきます。 

住民主体の助け合いの仕組みを構築するため、市全体を担当する第１層生活支援コーディネータ

ー（地域支え合い推進員）を社会福祉協議会に配置し、日常生活圏域ごとには第２層生活支援コー

ディネーターを地域包括支援センターに配置します。取り組みの遂行にあたっての体制や活動方針、

内容を生活支援コーディネーター等と協議のうえ策定し共有していきます。 

月に１回程度、市担当者、第１層・第２層生活支援コーディネーターとの連絡会を実施すること

により、活動状況の共有や活動するうえでの課題等について協議を行います。また、活用可能な制

度や地域づくりを推進する他の部局の取り組み状況等の情報提供、地域の関係者への説明に同行す

るなど、一体的な取り組みにつながるように努めます。 

「地域ケア会議中央会議」及び「地域ケア会議圏域会議」に生活支援コーディネーターが参加す

ることにより、地域資源の情報を伝えるとともに、個別事例から地域の課題と資源の把握、地域資

源の充実（強化、開発）につなげていきます。 

総合政策課（４月より政策企画課に名称変更）が所管している「別府市公共交通活性化協議会」

に関与し高齢者の移動ニーズの共有に努めます。また、介護予防・生活支援サービス事業による移

動支援を検討・実施する場合においても、公共交通部局と連携を図っていきます。 
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（３） 認知症初期集中支援推進事業 

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ために、

認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置しています。適切な医

療・介護サービスにつなぐとともに、本人がサービスを希望しない場合など本人が社会から孤立し

ている状態や家族負担が大きい状態となっている方への対応の強化を図るため、認知症地域支援推

進員や関係機関とさらに連携しながら、具体的な支援につなぐ体制を構築していきます。 

  
 

（４） 認知症地域支援・ケア向上事業 

認知症になっても住み慣れた地域で生活をし続けるために、認知症の容態に応じたすべての期間

を通じて必要な医療・介護及び生活支援を行う機関が連携したネットワークを形成し、認知症の人

への効果的な支援体制を構築する役割を担う認知症地域支援推進員を配置しています。 

地域の実情に応じて医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関につなぐ連携支援や認知症

の方やその家族の支援、相談業務も行います。 
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第５章 第８期計画の概要 

 

（５） 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 

認知症サポーター養成講座を受講した方のうち、地域での活動を希望する方により認知症に関す

る理解を深めるステップアップ講座を開催し、地域の認知症の人やその家族の支援ニーズに合った

支援につなげる仕組み（チームオレンジ）を構築していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 地域ケア会議推進事業 

地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進

めていく、地域ケアシステムの実現に向けた手法です。地域ケア会議には、「個別課題の解決機能」

「ネットワーク構築機能」「地域課題発見機能」「地域づくり・資源開発機能」「政策形成機能」とい

った５つの機能があります。 

医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員の自

立支援・重度化防止に資するケアマネジメントの実践力を高めていきます。また、個別ケースの課

題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を発見し、地域課題の解決に必要な資源開

発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげていきます。 
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① 地域ケア会議（個別事例検討） 

市が主催する「地域ケア会議中央会議」と７つの地域包括支援センターが主催する「地域ケ

ア会議圏域会議」を医療、介護等の多職種と協働にて、それぞれ月に２回程度実施します。地

域ケア会議の開催にあたっての対象事例の選定や方法などを市と地域包括支援センターが協議

のうえ共有します。 

また、主催者である市や地域包括支援センターは、事例提供者とも困りごと等の課題を事前

に共有し、会議で検討する論点を整理しながら進めていきます。会議では、介護支援専門員や

介護サービス事業者等と多職種等をつなぐ場としても活用し、多職種からの知識や技術等を具

体的に伝えることによって、介護支援専門員等の自立支援・重度化防止に資するケアマネジメ

ントの実践力を高めることに努めます。 

 

② 地域ケア会議（地域課題整理） 

「地域ケア会議中央会議」及び「地域ケア会議圏域会議」に生活支援コーディネーターが参

加することにより、地域資源の情報を伝えるとともに、個別事例から地域の課題と資源の把握、

地域資源の充実（強化、開発）につなげていきます。 

年に１回程度、各事業の担当者や関係者とともに、地域ケア会議から把握できた地域課題や

各事業の取り組みから把握できた地域課題等を整理し、各事業の取り組み内容の見直しや介護

保険事業計画等へ反映などの政策形成につなげていきます。 

 

 
 

 

 

【中央会議：参加者】 

１． 保険者 

２． 地域包括支援センター3 職種 

３． 居宅介護支援事業所 主任ケ
アマネジャー 

４． 生活支援コーディネーター 

５． 認知症地域支援推進員 

６． 保健所 

７． リハビリテーション専門職等 

８． プラン作成者 

９． サービス事業者 

【圏域別会議：参加者】 

１． 地域包括支援センター3 職種 

２．市高齢者福祉課 
(4 月より介護保険課に名称変更) 

３．市健康づくり推進課 
(4 月より健康推進課に名称変更) 

４． リハビリテーション専門職等
派遣者 

５． プラン作成者 
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４．その他の高齢者福祉事業 

（１） 生きがい支援 
 

①老人クラブの育成 

高齢者の知識と経験を活かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を通じて、高齢

期の生活を豊かにするとともに、明るい長寿社会づくりを実現するよう、クラブ会員の増加や老

人クラブ活動の活性化の支援を行っています。 

今後も引き続き、老人クラブの活動を支援し、誰もが参加したくなる老人クラブづくりを支援

するとともに、会員増に向けた取り組みを支援します。 

 

② 長寿祝金の支給 

100 歳に到達した高齢者に対し、長寿祝金を支給することによって、敬老の意を表するととも

に多年にわたる地域社会への貢献に感謝し、長寿を祝福します。 

 

③ 高齢者スポーツの促進 

高齢者のニーズに応じたスポーツの普及により、高齢者の健康増進・交流促進を支援します。 

 高齢者スポーツの会場として利用されている、市内ゲートボール場の整備等を行うことによ

り高齢者スポーツによる交流促進を支援します。 

 

④ ねんりんピックの支援 

概ね 60 歳以上（競技別に参加資格の規定あり）の高齢者の生きがい・健康づくりを図り、活

力ある長寿社会づくりを推進することを目的とします。 

各種芸術部門、競技部門における作品、選手の募集を行っており、令和元年度の参加申込者は

255 名でした。今後も積極的に本事業の広報を行い、広く参加者を募ります。 

 

（２） 介護予防・生活支援 
 

① 生活改善援助事業 

身体機能の低下や認知症状等の理由から家の中等にごみや不用品が溜り、片付けられず放置さ

れている状態に対し、片づけに要する費用を援助し、委託する事業者が業務を行うことで、清潔

で快適かつ健康的な生活を維持できるようにすることを目的とします（1 件 5 万円を限度としま

す）。 

希望者は多く、地域包括支援センターからも事業利用についての相談が多数寄せられます。引

き続き、事業利用の際は速やかに調査等実施し、快適な生活が送れるよう支援していきます。 

 

② 寝具類洗濯乾燥消毒サービス 

身体機能が低下する高齢者にとって布団を干す作業は困難になりやすく、生活環境の悪化を招

く一つの要因となっていることから、在宅での自立した生活維持と快適な日常生活が送れるよう、

環境衛生面の確保を行っています。 

一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯（市民税非課税世帯）を対象に実施しています。貸し

布団も用意されているため利用者から好評を得ています。今後も事業を継続し、高齢者の良好な

環境衛生面の確保に努めます。 
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③ 高齢者の移動手段の確保 

市内に居住する 70 歳以上の高齢者の移動手段の確保を目的に、バス回数乗車券の購入費用の

半額を補助します。 

事業開始から 3年目の令和元年は購入者数、販売冊数ともに大きく上昇しました。福祉サービ

ス事業あり方検討委員会において本事業の拡充が提言されたこともあり、今後は上限冊数の引上

げ等、さらなる利便性の向上につながるよう検討していきます。 

 

（３） 居住環境の支援 
 

① 家具転倒防止器具の取り付け 

70 歳以上の高齢者世帯に対し、家具、食器棚などに家具転倒防止器具の取り付けを行っていま

す。 

南海トラフ地震に備えて、防災意識の高まりから今後も一定数の申請者は予測される状況とな

っています。引き続き、高齢者世帯の家具転倒防止器具の取り付けを行うことにより、地震等の

災害対策を行います。 

 

② 住宅改造助成 

在宅高齢者が日常生活で直接利用する住宅の設備を改造することにより生活動作を容易にし、

介護する家族の負担軽減を図るために、住宅改造が必要と認められる高齢者のいる世帯に住宅を

改造する経費を助成します。また、在宅高齢者のためのバリアフリーを目的としたリフォームに

伴う経費を助成します。 

引き続き、在宅高齢者のための住宅改造、バリアフリー化のリフォームに伴う経費の助成を行

います。 

 

（４） 家族支援 
 

① 在宅寝たきり高齢者介護者見舞金 

寝たきりの高齢者（国の定める寝たきり度Ｂ・Ｃランクの方）を在宅で 1年以上常時介護して

いる方に見舞金を支給します。入院並びにショートステイ利用が通算して 90 日以上の場合は対

象外となります。 

寝たきりランクの認定に関して課題があり、令和３年度より寝たきりランクＢ・Ｃの方から要

介護４・５の方に変更し実施していきます。 

 

（５） 緊急時・災害時支援 
 

① 緊急通報システム 

急病、事故等緊急時の通報手段として緊急通報用電話機アダプターを貸し出します。非常ボタ

ンを押すことによりコールセンターに通報できます。必要に応じて救急車の手配や協力員等に連

絡します。 

従来型では、固定電話の回線が必要でしたが、携帯電話の普及による固定電話の減少に対応す

るため携帯型を導入しました。しかし、従来型の撤去件数が携帯型の設置件数を上回っており、

年々利用者が減少している状況です。 

今後の方針としては、制度周知に努め対象となる高齢者への設置を進めます。 
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② 緊急医療情報キット 

65 歳以上のみの世帯で在宅の高齢者が緊急時に迅速かつ適切な医療を受ける手助けとなるよ

うに、必要な医療情報を保管する緊急医療情報キットの配布を民生・児童委員の協力を得て行っ

ています。 

しかしながら利用者が増えていないのが現状です。 

要因は個人情報が他人に知られることを避ける意識や本制度の周知不足も考えられるため、よ

り一層周知に努めると共に、この制度の大切さや有効性などの啓発に努めます。 

 

③ 避難要支援者事業 

災害時に自力での避難が困難な高齢者に対し、避難支援や安否確認を可能とする避難行動要支

援者名簿を民生・児童委員の協力を得て整備しました。 

災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿を整備し、年に一度更新を行っています。関

係機関への名簿提供に係る同意を得た方については、より有効に活用するため、一人ひとりの具

体的な「個別支援計画」を作成し、自主防災会及び民生・児童委員へ年に一度提供しています。 

今後は地域防災計画に定められた関係機関へ同意を得られた対象者の「個別支援計画」を提供

することにより、地域における見守り活動の推進や災害時における円滑な避難行動の推進につな

げます。 
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第２節 介護保険制度の安定的な運営 

１ 正確・公平な要介護認定について 

   

正確かつ公平な要介護認定を行うため、下記の事項に取り組みます。 

   

（１）認定調査員の資質向上により、調査の公平化・正確性の確保に努めます。新規申請について

は市が直接調査を行うとともに、認定調査員のスキルアップを図るため、研修を実施します。加

えて、市による調査票の内容確認と同時に個別に指導・助言を行い、調査員の資質及び調査の正

確性を向上させます。 

   

（２）別杵速見地域広域市町村圏事務組合による、認定審査会運営において、正確・公平な要介護

認定に努めます。 

また、申請者のより正確な状態を介護認定審査会委員に情報提供できるように努めます。 
   

（３）利用者やその家族には、訪問調査への立会いや要介護認定の仕組みなど介護保険制度への理

解を求め、適切な申請を目指します。 

 

２ 指導監査について 

  介護保険制度の健全かつ適正な運営を図るため、別府市が指定権限を持つ事業所に対し適切な運営 

に向けた指導・監査に取り組みます。 

   

（１）保険者のケアマネジメントに関する基本方針を周知するとともに、実地指導（集団指導）の

実施により、介護保険法に基づき、定められた基準等に沿った適正な事業実施を促します。 

   

（２）実地指導等において著しく不適切なケアマネジメントプロセスや報酬請求等が認められた場 

合に監査を実施します。 

 

３ 介護保険給付の適正な実施について 

介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図る観点から下記の事項に取り組

みます。 

（１）研修会の実施 

    介護支援専門員等研修会や介護予防従事者研修会を実施します。 

 

（２）関係機関との連携 

    各事業所からの相談に応じることや助言を行うことで利用者に対する効果的な支援に結びつけ 

ます。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者についても適切なサービス提供と 

なるよう、必要な指導や県との情報連携に努めます。 
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（３）介護保険給付適正化事業主要５事業の実施 

①要介護認定の適正化 

介護保険申請に伴う介護認定調査票の基本調査と特記事項の整合性について、全件点検を行う。

また、認定調査の平準化を図るため、新人調査員の調査票内容の全項目点検、定期的な調査員研

修会等も実施し、適切かつ公平な要介護認定の確保に努めます。 

    

②ケアプランの点検 

ケアプランの点検によるケアマネジャー及び事業所への指導・助言により、適切なケアプ    

ラン作成やサービスの提供につながるように努めます。また、確認が必要な場合にはケアプラン

点検を行い、自立支援に資するケアマネジメントの実践に向けた取り組みの支援を目指して指導

及び助言を行います。 

     

③住宅改修等の点検 

住宅改修については、介護保険以外の住宅改造事業と併用して改修を行う場合や提出書類で判

断が困難な場合などは、対象者宅を事前と事後に訪問し、適正な住宅改修になっているか状況確

認を行います。 

福祉用具貸与については、国保連合会のデータにより整合性に疑義がある対象者を抽出し、ケ

アプランの提出を求め、内容確認後、ケアマネジャー等に指導・助言を行います。 

福祉用具購入については、申請時に添付されているケアプランを基に、ケアマネジャーや福祉

用具事業所に利用者の状態像を聞き取り、適正な選定になっているか確認を行います。 

 

④縦覧点検 

国保連合会への委託による点検データを基に、提供されたサービスの整合性の確認や関係課と

連携し医療情報との突合を行います。 

    

⑤介護給付費通知 

「介護給付費通知書」を送付し、利用者やその家族などにサービスの利用内容を確認してもら

うことにより、適切なサービス利用の普及啓発に努めます。認定を受けながら何らかの理由によ

り介護保険サービスを利用していない方（サービス未利用者）については、認定更新時などの機

会に現状の把握に努め、必要な支援を行います。 
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第３節 第８期計画期間における成果目標 

第８期計画における目標は、団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040 年を見据えたものとし、同時

に、2040 年に向けて地域包括ケアシステムづくりを推進するとともに、高齢者がその有する能力に応

じて自立した生活を送ることができるための取り組みを進めることが重要となります。 

 

 

 第８期計画期間における成果目標 

 

施策体系 目標指標 
令和 

２年度 

(見込値)

数値目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和22 年度

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 
（１) 介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

 

主観的健康感の高い高齢者割合 70％ ― ― 73％ 80％

主観的幸福感の高い高齢者割合 44％ ― ― 48％ 60％

一般高齢者の地域活動への 
参加割合 

10％ 10％ 11％ 12％ 50％

週１元気アップ体操開催場所 32 箇所 33 箇所 34 箇所 35 箇所 50 箇所

週１元気アップ体操参加人数 650 人 670 人 690 人 710 人 1,000 人

週１元気アップ体操参加率 
（参加人数/高齢者人口＊１００） 

1.6％ 1.７％ 1.７％ 1.8％ 2..8％ 

（３) 地域ケア会議の充実・推進 

 地域ケア会議中央会議事例件数 88 件 120 件 120 件 120 件 120 件 

地域ケア会議圏域会議事例件数 711 件 840 件 840 件 840 件 840 件 

地域ケア会議（地域課題整理）政策提言
数 

1 件 1 件 1 件 1 件  1 件 

※介護支援専門員等の自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントの実践力を高めるとともに、地域ケア会議から把握できた
地域課題や各事業の取り組みから把握できた地域課題等を整理し、各事業の取り組み内容の見直しや介護保険事業計画等へ
反映などの政策形成につなげます。 

２ 認知症施策の推進 

（１）普及啓発・本人発信支援 

 認知症サポーター養成講座受講者数 130 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人

認知症当事者が普及啓発等の企画に関
わっている割合 

― 25% 50% 75%   90% 

認知症相談窓口の周知率 28.20% ― ― 50%   80% 

（２）予防 

 認知症リスク高齢者の割合 43.8％ ― ― 43.8％ 43.8％
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施策体系 目標指標 
令和 

２年度 

(見込値)

数値目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和22 年度

（３) 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

 オレンジカフェ別府参加者数 10 人 150 人 200 人 240 人 360 人

 オレンジステッカー交付件数 
158 件 
（累計）

ひとり歩きにより保護されたこと
のある高齢者の 80％ 

90％

（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 

 協定締結事業所 21 事業所 23 事業所 25 事業所 30 事業所 50 事業所

ステップアップ講座の開催 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回

チームオレンジの設置 0 箇所 0 箇所 1 箇所 1 箇所 7 箇所

３ 医療・介護連携の推進 

 

「介護してほしい場所」や「終末医療につ
いて」の質問項目の『わからない』と回答
した人の割合 

「介護してほしい場所」わからない
と回答した割合１４．９％ 

「終末医療について」わからないと
回答した割合７．８％ 

「介護してほしい場
所」わからないと回答

した割合１０％ 
「終末医療について」
わからないと回答した

割合５％ 

在宅療養希望率 

「介護してほしい場所」自宅と回答
した人の割合２５．３％ 

「終末医療について」最期まで自宅
と回答した人の割合２２．１％、主
に自宅療養で必要時医療機関４

５．５％ 

「介護してほしい場
所」自宅と回答した人

の割合３０％ 
「終末医療について」
最期まで自宅と回答
した人の割合２５％ 

主に自宅療養で必要
時医療機関５０％ 

４ 地域共生社会の実現に向けて 

（１）地域福祉の推進 

 
権利擁護 

成年後見相談件数 130 件 160 件 180 件 200 件 920 件

 
あんしんサポート利用
者数 

80 人 85 人 95 人 105 人 195 人

（２）安心して住み続けられるまちづくりの推進 

 
高齢者見守り支援
体制の充実 

協定締結事業所
（再掲） 

21 事業所 23 事業所 25 事業所 30 事業所 50 事業所

 緊急医療情報キット設置台数 12,775 台 13,103 台 13,437 台 13,780 台 14,131 台

 養護老人ホーム避難訓練実施回数 
（３施設合計） 18 回 18 回 18 回 18 回 18 回

（３）積極的な社会参画の推進 

 高齢者の就労支援 
シルバー人材センタ
ーの登録者数 462 人 470 人 477 人 484 人 567 人

 
認知症サポーターの
活用 

ステップアップ講座
の開催（再掲） 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回

 チームオレンジの設
置（再掲） 0 箇所 0 箇所 1 箇所 1 箇所 7 箇所

 老人クラブの育成 老人クラブ加入数 3,877 人 4,000 人 4,000 人 4,000 人 4,000 人
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第４節 第８期計画期間における施設サービス等の整備 

 

第８期計画期間における施設サービス等の整備について地域密着型サービスの整備目標を以下

のように定めます。 

 

  地域密着型サービスの整備目標 

施設種別 

実績値と目標値 

第７期末 
第８期計画内 

整備目標 

第８期末 

（見込み） 

小規模多機能型居宅介護 

(看護小規模多機能型居宅介護を含む) 
６箇所 １箇所 ７箇所 

 

 

 


