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第1章　計画策定の趣旨

    　我が国の高齢化の状況は、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によると２０１５年

　 （平成２７年）の高齢者人口は、３，３８７万人で、高齢化率は２６．６％、そのうち７５歳以

 　上の高齢者は１，６３２万人です。団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（令和７年）には、

 　高齢者人口は３，６７７万人と増加し、高齢化率も３０．３％となるなど、３人に1人が６５歳

    以上、５人に１人が７５歳以上という状況です。

    　本市の高齢化率は、２０２５年（令和７年）には、４1．3％になると推計しており、さらに、

    団塊ジュニア世代が６５歳以上となる２０４０年（令和２２年）には、高齢化率は４５．０％と

　見込んでいます。

　   今後、２０４０年に向け、総人口及び現役世代人口は減少し続け、介護ニーズの高い８５歳以

　上の人口比率はますます高くなっていきます。高齢化が進展する中で、介護保険制度を持続可能

　なものとするため、地域包括ケアシステムの構築と地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進

　します。

　　平成30年に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施行

　され、社会福祉法の改正においては、地域住民と行政等の協働により、地域や個人が抱える生活

　課題を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制を整備すること

　が市町村の努力義務とされたところです。 

  　今後は、社会福祉基盤の整備と合わせて介護保険制度においても地域包括ケアシステムの推進

　や地域づくり等に一体的に取り組むよう、第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画（以下「事

　業計画」という。）を策定します。

  ２．本計画の位置づけ
　　２０１５年（平成２７年）の第６期以降の市町村介護保険事業計画を地域包括ケア計画として

　位置づけ、２０２５年（令和７年）までに地域包括ケアシステムを段階的に構築するとともに、

　2040年（令和22年）を見据え介護サービス基盤を計画的に整備していきます。子ども、高齢

　者、障害者等の一人ひとりが自らの意思に基づき、自分らしく共に生活できる地域共生社会の実

　現を目指し、中長期的な視野に立って施策の展開を図っていきます。

　る安全で安心なまちづくりを推進していく必要があります。

  １．計画策定の背景

　さらに、近年では新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、社会に深刻な影響を及ぼしてい

   ます。感染拡大防止策に伴い、高齢者等の外出や人との交流の機会が減り、その結果認知症や

　フレイルのリスクが高まることが危惧されています。また、想定を超えた規模の自然災害に見

　舞われる機会が増え、支援が必要な高齢者等の避難の在り方についての課題も浮き彫りになっ

　ています。このような非常時も想定した上で、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力

　に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び日常

　生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を早期に構築し、健やかに暮らせ
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　　 第７期事業計画を踏まえるとともに、地域共生社会の実現のための取り組みを推進するため、

　本計画の基本理念を、「高齢者等、一人ひとりが自らの意思に基づき、自分らしく、共に生活で

　きるまちの実現」とします。

　　高齢者の自立と尊厳を支えるための地域づくりを実現するため、２０２５年までの間に、各圏

　域の実情に応じた地域包括ケアシステムを段階的に構築することを目標に、基本目標は、第７期

　計画に引き続き「健やかにいきいきと活動でき、安心して暮らせるぬくもりのある地域づくり」

　として、各種施策に取り組みます。

　　本計画は、介護保険法第１１７条第１項の規定及び同条第６項に規定する老人福祉法第２０条

　の８第１項の規定に基づき、本市における高齢者の実態や要介護・要支援の動向を勘案し、策定

　するものです。

  ５．計画期間

  ６．各種計画との関係
　　本計画は、松浦市老人福祉計画と一体的に整備するものであり、「松浦市総合計画」を基本と

　し、「松浦市地域福祉計画」「松浦市障害福祉計画」、「健康づくり総合計画（いきいき松浦

　２１（第２次））」、「松浦市地域防災計画」「松浦市新型インフルエンザ等対策行動計画」佐

　世保県北圏域地域医療構想等、各種計画との整合性と調和を図ります。

  ７．施策の達成状況の評価・公表
　　本計画における施策の達成状況については、長崎県における地域包括ケアシステム構築のため

　の評価シートの視点を踏まえ、見える化システム等によるデータ分析を基に評価を行い、その評

　価結果及び評価結果に基づく目標の達成に向けた取り組み等について、公表を行います。

　

　　本計画の策定及び進行管理に当たっては、学識経験者や保健・医療・福祉関係団体代表者、被

　保険者代表者、介護サービス利用者等で構成する介護保険事業計画策定委員会を設置し幅広い意

　見を聞きながら行います。

 

　　介護サービスの提供体制を勘案し、高齢者等が住み慣れた地域での生活が継続できるよう、

　地理的条件や生活形態などの地域特性を踏まえて、「御厨町・星鹿町」、「志佐町・調川町・

　今福町」、「福島町」及び「鷹島町」の４つの日常生活圏域に見直し、設定しています。

   　令和３年度を初年度とし、令和５年度までの３か年を計画期間とします。

  ８．計画の策定及び進行管理の体制

  ９．日常生活圏域の設定

  ３．本計画の基本理念と基本目標

  ４．法令等の根拠
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第２章　本市をとりまく高齢者の状況

  １．高齢者人口等の現状と推移

　（１）年齢３区分別人口割合の推移

　　　　平成２２年及び平成２７年の国勢調査から年齢３区分別人口割合を国や県と比較すると、

　　　松浦市の割合は、老齢人口で高く、年少人口や生産年齢人口では低くなっています。

　　　　松浦市の総人口は年々減少しており、令和２年の年少人口及び生産年齢人口は人数、割合

　　　２．７人に1人が６５歳以上という現状になっています。

　　

13.4% 13.7% 13.3% 12.8% 13.0% 12.6% 12.3% 12.6% 12.2%

3,360人 2,987人 2,768人

56.4% 60.2% 63.5% 53.8人 57.3% 60.7% 51.4% 55.3% 59.9%

14,198人 12,541人 11,577人

30.2% 26.1% 23.2% 33.3% 29.6% 26.6% 36.3% 32.1% 27.9%

7,587人 7,762人 8,188人

25,145人 23,309人 22,533人

　（２）高齢者のいる世帯の状況

　　　５５．５％を占めています。家族構成別の高齢者世帯状況の推移では、高齢単身世帯の割合

　　　２７．０％となっています。

　　　　また、高齢者夫婦のみの世帯は９７０世帯で、高齢者のいる一般世帯の１９．５％となっ

　　　ています。世帯については、国、県と比較すると、「高齢単身世帯」及び「高齢者夫婦のみ

　　　の世帯」ともに、「高齢者のいる一般世帯」に占める割合は、国や県よりも低くなっていま

　　　す。　

ともに減少しており、一方、老齢人口においては、年齢、割合ともに増加しており、人口

令和2年

長
崎
県

国
松
浦
市

長
崎
県

国

年少人口
（0～14歳）

区分

平成22年 平成27年

松
浦
市

長
崎
県

国
松
浦
市

生産年齢人口
（15～64歳）

老齢人口
（65歳以上）

人口合計

資料：国勢調査（平成２２年・平成２７年）、住民基本台帳（令和2年１月１日）松浦市欄の下段は人口

平成２７年国勢調査において、高齢者のいる一般世帯は４，９７７世帯で、全体の

が徐々に増加しており、平成２７年は、１，３４５世帯で、高齢者のいる一般世帯の
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占める割合

　（３）要介護・要支援認定者及び介護サービス利用者の状況

   　　　平成２７年度の１，６４０人をピークに平成２８年度から減少傾向となっています。

　　　　平成29年度の介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、要支援認定者の数に減少

　　　がみられましたが、令和2年度においては、増加傾向に転じています。

　　　　介護サービス利用者数については、平成３０年度以降、第７期期間中は、介護予防・日

　　　常生活支援総合事業へ移行したことにより、要支援のサービス利用者数が減っています。

　　　要介護２以上については、あまり変化は見られませんが、要介護１では、サービスの利用

　　　者が年々増加しています。

単位：人

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

194

（119）

187

（110）

225

（138）

220

（134）

214

（87）
163

（88）

200

（81）

240

（178）

219

（160）

188

（146）

173

（126）

146

（84）

162

（107）

179

（113）

307

（217）

317

（248）

310

（289）

339

（314）

336

（310）

327

（319）

361

（355）

264

（211）

312

（261）

278

（256）

245

（234）

246

（239）

226

（217）

209

（192）

240

（187）

233

（214）

235

（218）

216

（217）

229

（220）

224

（211）

223

（213）

246

（184）

240

（202）

235

（202）

232

（196）

215

（205）

225

（207）

206

（194）

120

（92）

132

（105）

124

（101）

116

（101）

116

（101）

115

（95）

99

（92）

1,611

（1,188）

1,640

（1,300）

1,595

（1,350）

1,541

（1,322）

1,502

（1,246）

1,442

（1,244）

1,477

（1,240）

単位：％

「高齢者のいる一般世帯」が全世帯に

区分

平成22年 平成27年

松
浦
市

長
崎
県

国
松
浦
市

長
崎
県

国

高齢者のいる世帯状況の推移（松浦市・長崎県・全国）

52.7 42.9 37.3 55.5 46.3 40.7

27.3

「高齢者夫婦のみの世帯」が
「高齢者のいる一般世帯」に
占める割合

18.4 22.9 22.4 19.5 22.9 24.2

「高齢者単身世帯」が「高齢
者のいる一般世帯」に占める
割合

23.9 26.5 24.8 27.0 28.4

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

合　計

※　（　）内は、うち介護サービス利用者数

資料：国勢調査(平成22年・平成27年）

要支援・要介護認定者数とサービス利用者数

区　分

要支援1

要支援2

要介護1
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　（４）介護保険被保険者の所得階層状況

　　　　令和2年4月現在で、介護保険の第2号被保険者（４０歳～６４歳）は、６，８１０人で、

　　　総人口の３０．５％を占めています。

　　　　第１号被保険者（６５歳以上）数は、８，１９３人で、総人口の３６．７％を占めていま

　　　す。このうち、所得階層別の状況を見ると第1段階が２２．１％で最も割合が高く、次いで

　　　第６段階の１５．１％となっています。第１段階から第３段階の市民税非課税世帯の占め

　　　る割合が４３．８％と高くなっています。

実  数
（人）

比  率
（％）

1,237 15.1

第１号被保険者の所得階層別状況

段　階　区　分

8,193

 ○　本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額＋
    課税年金収入額が８０万円以下の人

 ○　本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額＋
　 課税年金収入額が８０万円を超え１２０万円以下の人

第2段階

2.6

第9段階 107

第6段階

第7段階 57

926

 ○　本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円未満
　 の人

 ○　本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円以上
　 １２５万円未満の人

 ○　本人が市民税課税で、合計所得金額が１２５万円以上
　 １９０万円未満の人

 ○　本人が市民税課税で、合計所得金額が１９０万円以上
　 210万円未満の人

14.4

0.7

第10段階 229

第11段階 213

 ○　本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上
　320万円未満の人

 ○　本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上
　 の人

100.0合　計

※　令和２年４月現在

8.0

1.3

2.8

第5段階 1,180
 ○　本人は市民税非課税だが、世帯内に市民税課税者がい
　 る場合で合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円を超
　 える人

22.1

12.3

9.4

11.3

第8段階 655

第4段階

 ○　本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額＋
　 課税年金収入額が１２０万円を超える人

1,008

第3段階 770

第1段階 1,811

 ○　生活保護世帯

 ○　老齢福祉年金の受給者で本人及び世帯全員が市民税非
　 課税の人

 ○　本人は市民税非課税だが、世帯内に市民税課税者がい
　 る場合で合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下
　 の人
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  ２．２０２５年・２０４０年に向けた将来像の設定
　（１）人口の将来推計

　　　　第８期計画期間中の令和3年から令和5年までの人口推計は、減少傾向にあり、令和元年

　　　度２１，７８５人から令和５年度の２０，２９０人へ減少しています。年齢階層別にみる

　　　６５歳以上では、前期高齢者については、令和３年度以降減少していますが、後期高齢者に

　　　ついては、１．６％の増に転じています。

　　　　令和２２年度における将来人口推計は、１万５千人を下回る１４，３５８人を見込んでお

　　　り、後期高齢者についても令和１２年度の４，８１３人をピークに減少しています。

　　　

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

6,749 6,551 6,373 6,196 6,016 △10.9 5,660 4,955 3,712

6,845 6,631 6,466 6,301 6,137 △10.3 5,807 5,176 4,175

8,191 8,221 8,193 8,164 8,137 △0.7 8,080 7,636 6,471

3,751 3,818 3,754 3,687 3,624 △3.4 3,493 2,823 2,105

4,440 4,403 4,439 4,477 4,513 1.6 4,587 4,813 4,366

21,785 21,403 21,032 20,661 20,290 △6.9 19,547 17,767 14,358

37.6 38.4 39.0 39.5 40.1 41.3 43.0 45.0

　（２）要介護（支援）認定者数の将来推計

　　　　要介護（支援）の認定者数は、令和元年度の１，４４２人から徐々に増加し、令和５年度

　　　には１，５１２人となります。令和７年度には１，５０５人、令和２２年度も１，５０４人

　　　と、要支援、要介護認定者ともに、同程度で推移すると見込んでいます。

　　　　

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

163 200 211 211 212 206 205 212 208

162 179 181 181 181 179 181 180 170

327 361 381 384 384 386 384 386 385

226 209 204 203 206 208 210 211 208

224 223 225 226 227 225 230 234 232

225 206 199 201 203 201 201 202 207

115 99 99 97 99 100 100 100 94

1,442 1,477 1,500 1,503 1,512 1,505 1,511 1,525 1,504

単位：人

単位：人

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

合　計

高齢化率（％）①/②

要支援・要介護認定者数の将来推計

区　分

要支援1

要支援2

要介護1

令和2年9月末現在

40歳未満

40～64歳未満

　65歳以上　　　①

　　　内（前期高齢者）

　　　　（後期高齢者）

総人口　　　　②

　　　と４０歳未満で１０．９％の減、４０歳から６４歳未満で１０．３％の減となっています。

人口将来推計(人）

区　分

推計値（人）
令和元年度
～令和5年
度までの増
減率（％）

令和７年度 令和12年度 令和22年度
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　第7期計画の基本施策の進捗状況を振り返り、課題を整理して本計画に反映するための評価を

実施しました。

【　取り組みと評価・課題　】

42か所 841人

R２年度実績（見込） ５１か所 908人

（専門職の関与）

第３章　第7期における取り組みと評価

取り組み内容と評価

基
本
施
策
１
・
総
合
的
な
介
護
予
防
の
推
進

〈　重点目標　〉
　地域共生社会の実現に向け、障害者、子ども等も含め地域住民全体の交流による健康な
地域づくりと、個々の自立支援に向けた取り組みを推進します。

　百歳体操等を行う自主組織の立ち上げ推進と、活動に対するモチベーション維持のため
の取り組みを実施してきました。その結果、実施か所及び参加者数は目標を上回り、国が
推奨する「高齢者人口の約1割（約800人）が集いの場に参加する」に達している状況で
す。また、重点地区として早期から集いの場を立ち上げた地区において、地域診断結果を
活用し経年的な評価を行ったところ、地域住民の要介護リスクが改善していることがわか
りました。結果を見える化して住民へ啓発し、さらに参加者の増加につなげています。
　専門職の関与を推進する取組みとして、介護予防に資する啓発DVDの製作及び集いの場
等へのDVD貸出し、住民ボランティア養成講座の講師、介護サービス事業所への指導・助
言、個別支援などを実施しました。
　市が実施する短期集中型の通所型サービスとして、専門職が関与して行う介護予防教室
を実施しました。また、一般介護予防事業として、認知機能や身体機能低下を予防するた
めの講座を実施しました。介護予防に関する普及啓発としては、松浦市内の現状を見える
化したデータを活用し、高齢者学級やまつうら出前講座等で健康教育を実施しました。

（住民主体の集いの場）

項目 実施か所数 参加者数（実人数）

R２年度目標値

啓発DVD製作 「いきいき百歳体操効能説明」 理学療法士

啓発DVD製作 「低栄養予防（講話・調理実演）」 栄養士

項目 内容 専門職

啓発DVD製作 「松浦よかとこ体操（バランス編・脳トレ編）」 理学・作業療法士

住民ボランティア育成 認知症について（病気の理解、接し方） 作業療法士

住民ボランティア育成 高齢期の食事について（講話、調理実習） 栄養士

啓発DVD製作 「薬の正しい服用の仕方」 薬剤師

住民ボランティア育成 高齢期の心身の特徴について、体操実践 理学療法士

R２年度実績（見込） 2か所 77回 319人

関与した専門職 理学療法士、栄養士

事業所支援 介護サービス事業所へのプログラム指導 作業療法士

※松浦よかとこ体操については、松浦市内の通所系サービス事業所に配布

（短期集中型通所系サービス：介護予防教室）

項目 実施か所数 実施回数 参加者数（延人数）

（一般介護予防事業：すっきり元気教室、高齢者健康教室、いきいきサロン）

項目 実施か所数 実施回数 参加者数（延人数）

R２年度実績（見込） 42か所 450回 4,754人
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【　取り組みと評価・課題　】

　

年2回

実務者会議 年７回以上 年７回

個別ケア会議 年２０回以上 年23回～28回

取り組み内容と評価

基
本
施
策
２
・
地
域
ケ
ア
会
議
の
充
実

〈　重点目標　〉
　地域課題の解決とケアマネジメント力の向上を図るため、代表者会議、実務者会議（専
門部会）、個別ケア会議の効果的な活用を図ります。

　個別ケア会議では、毎月事例を様々な専門職と共に検討し、自立支援に向けたケアマネ
ジメント支援を行いました。実務者会議では、本市の様々な地域課題を共有し、解決策に
ついて協議・検討しました。介護予防や生活支援、住まい方にも地域格差やその他さまざ
まな課題が浮かび上がり、地域資源の発掘や、新たな生活支援の必要性が生じています。
　代表者会議では、これまで協議・検討した結果を踏まえ、第８期介護保険事業計画への
提言を行いました。

（地域ケア会議）

項目 第7期計画目標
実績

（平成３０～令和2年度）

代表者会議 年2回以上
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【　取り組みと評価・課題　】

　

取り組み内容と評価

基
本
施
策
３
・
認
知
症
の
人
に
や
さ
し
い
地
域
づ
く
り

〈　重点目標　〉
　認知症になっても、必要なサービスを受けながら自分らしく暮らしていけるよう、認知
症の早期対応及び支援環境の整備を図ります。

　認知症について正しい知識をもち、認知症の人や家族を応援し、誰もが暮らしやすい地
域をつくっていくための認知症サポーター養成講座については、地域住民や職域、学校、
企業等の従事者に加え、中学生や小学生など子どもたちへも対象者を広げて実施しまし
た。
　また、認知症の進行状態に応じて必要なケアや活用できるサービスをまとめた認知症ケ
アパスを各支所や出前講座などで配布すると共に、医療機関や介護サービス等に繋がって
いない方への対応を検討する認知症初期集中支援チーム会議を年3回開催し認知症サポート
医との検討・協議を実施しました。
　認知症の家族を抱える介護者の会と連携して、認知症カフェを毎月1回開催し市民が誰で
も気軽に参加しやすい居場所づくりを行いました。
　さらに、今後認知症の方等が行方不明になった場合に備えて、地域ケア会議認知症部会
での意見を踏まえ捜索模擬訓練を開催しました。

（認知症サポーター養成数）

項目 養成講座受講者数

R２年度目標値 １，９９３人

R２年度実績（見込） １，９９３人
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【　取り組みと評価・課題　】

取り組み内容と評価

基
本
施
策
４
・
在
宅
医
療
推
進
に
向
け
た
医
療
・
介
護
の
連
携

〈　重点目標　〉
　医療を必要としている高齢者等に対し、在宅で効果的な医療・介護ケアが提供できるよ
う医療、介護関係者間の顔の見える関係性を構築し、在宅医療の推進に向け連携した取り
組みを行います。

　地域の医療・介護連携に係る課題について、医療・介護関係者で構成する在宅医療・介
護連絡協議会を開催し在宅医療に関する情報の共有や課題について協議しました。この協
議を経て、松浦市入退院連携の手引き及び、医療機関とケアマネジャーの連携を円滑にす
るための情報共有シートを作成し活用を図っています。
　また、医療介護連携コーディネーターを地域包括支援センターに配置し、在宅医療の相
談窓口の明確化を図りました。在宅医療資源に関する情報提供のためのガイドマップ（在
宅医療資源マップ）を作成し、医療機関及び介護施設等に配布しました。
　研修会については、平成３０年度に「入退院支援」をテーマとした多職種向け研修会を
開催しました。平成３1年1月からは、佐世保市と連携協定を結び、西九州させぼ広域都市
圏在宅医療・介護連携推進事業として医療介護連携事業に取り組み、令和元年度には本市
においてＡＣＰ「人生会議」をテーマに多職種研修会を企画、開催し、在宅医療における
医療・介護関係者間の連携の在り方を共に考える機会となりました。また、市内約２０人
の医療介護専門職と市民によるＡＣＰ（人生会議）の市民啓発用ＤＶＤを協働で制作し、
在宅医療における連携体制強化につながりました。なお、ACPの啓発については松浦市版
エンディングノート「ありがとうノート」を作成しましたので、今後普及に努めていきま
す。

（在宅医療・介護連携事業）

項目 第7期計画目標
実績

（平成３０～令和2年度）

在宅医療・介護連絡協議会

年度 テーマ

平成３０年度 入退院のあり方を考える／地域みんなで取り組む在宅移行支援

令和元年度 ACP（アドバンス・ケア・プランニング）について考える

年2回以上 年2回

医療・介護関係者合同研修会 年1回以上 年2回

（医療・介護関係者合同研修会）

令和２年度 地域の事例を通した多職種連携の在り方

※令和元年度は、西九州させぼ広域都市圏「多職種研修会」と共催
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【　取り組みと評価・課題　】

受講者（累計）

R２年度目標値 90人 225人

R２年度実績（見込） 155人 290人

取り組み内容と評価

基
本
施
策
５
・
支
え
合
い
の
仕
組
み
づ
く
り

〈　重点目標　〉
　人と人とがつながり、支え合うあたたかい地域づくりのための環境を整備します。

　支え合いのリーダー育成については、平成２５年度から、本市の支え合いの担い手を養
成する「介護予防・地域支え合いサポーター養成講座」を実施しています。その養成数に
ついては目標値を上回りました。また、養成講座受講者のうち、「松浦市介護予防いきい
き支援サポーター」の登録者数は令和元年度までに累計203人となりました。そして、住
民ボランティア活動を行うサポーターを受け入れ、市民の介護予防又は生活支援に寄与す
る団体（松浦市いきいき支援サポーター受入機関）は、3団体となりました。
　住民主体の集いの場や生活支援ボランティアを行う団体について、新たな組織の立ち上
げと運営について支援しました。
　生活支援を担う多様な団体や事業者との情報共有・連絡・協働による取り組みを推進す
るために設置する生活支援協議体及び生活支援コーディネータの配置については、第１層
（市内全域）については整備ができました。第2層生活支援協議体において協議を行う場を
「支え合い会議」と呼称することになり、取り組みを開始しましたが、今後も継続的な開
催ができるよう生活支援コーディネーターの選出を進めていく必要があります。

（介護予防・地域支え合いサポーター養成数）

項目 養成講座受講者数

つきのかわ支え合いサポーター
「ムーンリバー」

調川 社会参加（会食の実施） 12

優愛の会 福島 生活支援（配食サービス） 21

（松浦市いきいき支援サポーター受入機関）

団体名 圏域 活動の内容 登録者数

まつうら助け合いネットワーク
「シグナル」

御厨 訪問による軽微な生活支援 31

事業の運営補助 4

　シグナル、みくりや駅前元気カフェ、ムーンリ
バー、志佐なごみ会、笑ら美の会、健幸市場ちゃ
や、デイリーエール

（生活支援体制の整備）

項目 生活支援協議体 生活支援コーディネーター

（介護予防地域支え合い事業の補助）

項目 団体数 団体名

事業の立ち上げ補助 1 健幸市場ちゃや

※第１層：１圏域（市内全域）

※第２層：７圏域（御厨・星鹿、志佐、上志佐、調川、今福、福島、鷹島）

R２年度目標値
第１層：１か所
第２層：７か所

第１層：１人
第２層：６人

R２年度実績（見込）
第１層：１か所
第２層：２か所

第１層：１人
第２層：１人
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【　取り組みと評価・課題　】

　

　

取り組み内容と評価

基
本
施
策
６
・
見
守
り
体
制
の
整
備

〈　重点目標　〉
　松浦市地域見守りネットワーク協議会の活動を推進し、さらに住民の安全、安心な生活
を確保するための見守り活動を展開していきます。

　平成３０年度に、地域見守りネットワーク協議会が共催し、地域見守りの普及啓発を目
的としたドキュメンタリー映画を上映し、会場で協力事業者独自の見守りサービスを紹介
しました。また、令和元年度から見守りネットワークの協力事業者や住民による行方不明
高齢者捜索模擬訓練を実施しています。
　令和２年には、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う外出自粛により孤立傾向にある
高齢者の見守りに対する情報提供を見守りネットワークの協力事業者向けに行いました。
今後も独居高齢者や高齢夫婦が増える中で、認知機能が低下した方が行方不明となった
り、消費者被害に遇うなど、見守りや支援を要する高齢者の増加することが見込まれま
す。民間事業者による協力に加え、多くの市民の積極的な見守り活動への参加が望まれま
す。

【 見守りネットワーク協定 協力事業者 】

日本郵便株式会社、長崎新聞、西日本新聞エリアグループ、佐世保ヤクルト株式会社、

株式会社セブンイレブン・ジャパン、長崎県ＬＰガス協会松浦支部、九州電力株式会社、

山下薬局、読売センター（御厨、松浦）、第一生命保険株式会社、ヤマト運輸株式会社、

松浦市水道事業、福島新聞販売センター、有浦新聞販売店（鷹島）、生活協同組合ララ

コープ、十八親和銀行、ＪＡ西海、西海テレビ
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【　取り組みと評価・課題　】

取り組み内容と評価

基
本
施
策
７
・
権
利
擁
護
の
推
進

〈　重点目標　〉
　判断能力が低下した人が安心して暮らし続けられるように、金銭管理等の権利擁護の支
援が身近に受けられるように支援します。

　地域ケア会議虐待対策部会を通じ、弁護士等、専門家を交えて支援の在り方を検討した
り、成年後見制度の活用に関して協議しました。
　心理的・経済的虐待などは周囲から気づかれにくい虐待ですが、本市においては事例数
が最も多く、また、潜在しているケースもあると思われます。虐待者の多くは無職、精神
疾患などの障害を有している場合が多く養護者への支援も重要です。
　金銭管理等の権利擁護に関しては、認知機能が低下してから成年後見制度等のサービス
を説明しても理解が困難であることや、成年後見制度等金銭管理を人に任せるというサー
ビスに対し、拒否的である場合が多いため、本人や家族が若い頃から制度についての理解
を深めておく必要があります。

【成年後見制度利用促進に向けた体制整備】
　平戸市社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の利用状況（平成３０年１２月現
在）は次のとおりです。松浦市：９名（内訳：認知症…４、知的障害…４、精神障害…
１）
　令和元年７月からは、松浦市社会福祉協議会が日常生活自立支援事業を長崎県社会福祉
協議会から受託し、市内高齢者及び障害者に対する支援を実施しています。
　令和2年度には、介護支援専門員、民生委員等を対象とした研修会および、市民後見人育
成に向けた講習会を実施しました。
　令和元年度から地域ケア会議虐待対策部会を権利擁護部会に改編し、虐待事例の進行管
理だけでなく権利擁護全般に関する課題を検討していく会議になりました。成年後見制度
利用促進基本計画策定や、地域連携ネットワークづくり、制度の周知や運用を図っていく
ことを目的としてニーズ調査を実施し、調査結果を取りまとめました。

成年後見制度　市長申立件数

平成３０年度 令和元年度 令和2年度

0 0 ４（見込）
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【　取り組みと評価・課題　】

　

　

　介護予防事業・看護師 １人

　主任ケアマネジャー １人

　認知症地域支援推進員 １人

取り組み内容と評価

基
本
施
策
８
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化

〈　重点目標　〉
　地域包括ケアシステム構築に向けた介護予防、生活支援、認知症対策等の取り組みを実
施するため、人員の確保とスキルアップを図ります。また、総合相談窓口としての機能強
化を図ります。

　地域包括支援センターの取り組み内容については、年3回地域包括支援センターだよりを
全戸に配布すると共に、各種出前講座等でデータを見える化するなど工夫して市民への周
知を図りました。
　平成元年度から、専任の在宅医療介護連携コーディネーターを地域包括支援センターに
配置し、医療機関をはじめとする関係機関からの相談体制の強化を図りました。在宅移行
支援に関する担当者が明確になり、速やかな対応が可能となり退院に向けたカンファレン
スや在宅復帰の準備を円滑に行うことができるようになりました。
　包括職員が研修会に参加した場合には毎月定例の業務連絡会で報告し、知識の共有を図
ることでスキルアップに努めました。また、個別ケア会議を毎月行い、全員が積極的に参
加することで多職種による助言を生かすことができています。
　今後、健康寿命の延伸に向け、保健事業と介護予防の一体的な取り組みを行う必要があ
るため、実施体制を確保する必要があります。

（地域包括支援センター職員配置）

職　種 人　数

　保健師（管理者含む） 3人

　社会福祉士 １人

　在宅医療介護連携コーディネーター 1人

　生活支援コーディネーター ２人

　一般介護予防事業担当職員（松浦・福島・鷹島） ３人

　ケアマネジャー（松浦・福島） ４人
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【　取り組みと評価・課題　】

取り組み内容と評価

基
本
施
策
９
・
安
心
で
き
る
住
ま
い
・
暮
ら
し
方
の
確
保

〈　重点目標　〉
　心身の機能が低下しても、住み慣れた地域で暮らし続けることができるような環境を整
備します。

　地域ケア会議「住まいと暮らし部会」を開催し、関係課と課題について協議を実施して
きました。移動困難な高齢者に関して交付している外出支援券を、運転免許自主返納者に
対しても交付するようサービスが拡充しました。
　心身の機能が低下した場合の住宅内の環境については、地域ケア会議個別ケア会議にお
ける検討の機会を設け、住宅改修申請におけるリハビリ専門職が関与する体制を維持して
いますが、具体的に関与した事例は少ない現状です。
　今後ますます買い物や通院等、外出時の移動手段を持たない高齢者が増加することが見
込まれており、さらに具体的な移動手段に関する対策を講じる必要があります。
また、在宅サービスを効果的に提供することが可能となるような効率的な街づくりと住ま
い方を実現させるための取り組みが必要です。

－ 15 －



【　取り組みと評価・課題　】

　

0

小規模多機能型居宅介護サービス 1か所 0

取り組み内容と評価

基
本
施
策
1
0
・
介
護
・
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

〈　重点目標　〉
　在宅生活の継続に向けた介護負担の軽減と社会参加促進のための環境整備を行います。

　夜間対応型の介護・看護サービス提供体制の整備に至らず、小規模多機能型居宅介護
サービスについても、1事業所により立ち上げに向けた計画が進められましたが、介護人材
が確保できず計画が中断となりました。
　介護人材確保については、合同企業説明会への参画を行いましたが、介護人材の不足は
年々深刻になっており特に訪問介護事業所の存続が危ぶまれています。
　給付の適正化については、個別地域ケア会議等で専門職の協力を得ながら、自立支援や
重度化防止に向けたプランへのアドバイスを実施しました。これにより、介護保険サービ
ス以外の社会資源の活用が図られるようになっています。
　安心して在宅で生活できるよう必要な方に対し緊急通報装置を設置したり、家族の介護
負担を軽減するための介護用品の支給や、家族介護者交流会（年1回）を開催しました。ま
た、離島において介護サービスがない場合に、本土で介護サービスを受けるための渡航費
及び島に渡ってきてもらうための介護スタッフの渡航費を助成する離島介護サービス支援
事業を実施しました。
　住まいについて、環境的及び経済的な理由により、自宅において生活できない場合、養
護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス等の入居について相談支援を行っていま
す。近年高齢化とともに、独居高齢者などが増えてきており、在宅生活が困難になり養護
老人ホームへの措置入所も増えてきています。

（夜間対応型訪問介護サービス、小規模多機能型居宅介護サービス）

第7期目標 実績

夜間対応型訪問介護サービス 1か所
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住まい
自宅・高齢者向け住宅等

生活支援
（老人会、自治会、ボランティア

ＮＰＯ、民間サービス等）

介護予防

医 療
かかりつけ医、地域の連携病院

（歯科、専門職等含む）

相 談
地域包括支援センター

交流・いきがい

介 護
居宅介護支援事業所（→自立支援ケアマネジメント）

在宅サービス

（訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所等）

～ 健やかにいきいきと活動でき、安心して暮らせるぬくもりのある地域をめざして ～

◆住民主体の集いの場

◆介護予防教室

◆老人会活動

◆外出支援

◆公民館活動

◆総合相談、権利擁護

◆地域ケア会議

見 守 り

◆地域見守りネットワーク

（関係団体、民間事業者）

◆緊急通報装置

◆住民主体の訪問支援、食事会、配食サービス

◆ボランティアポイント

認知症の人にやさしい地域づくり
認知症サポーターの養成

認知症初期集中支援チーム
家族の会

◆在宅医療介護連絡協議会

◆合同研修会

連 携
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　　〇 基本理念

　　　高齢者等、一人ひとりが自らの意思に基づき、自分らしく、共に生活できるまちの実現

　　〇 基本目標

　　　健やかにいきいきと活動でき、安心して暮らせるぬくもりのある地域づくり

　　第８期計画については、第２章及び前章に掲げる高齢化の現状及び第７期計画の取り組みを踏ま

　えたところで、次の５つの視点から、課題解決のための取り組みを進めます。

　　視点１　在宅生活の限界点を高める

　　視点２　地域共生社会の実現に向けて

　　視点３　要介護者が在宅生活を継続できるように

　　視点４　仕事と介護の両立支援に向けて

　　視点５　地域包括ケアシステムを支える基盤（人材・質・量）の確保

     〇 基本施策

　　　（１）介護予防・健康づくり施策の充実・推進

　　　（２）地域協働による支え合いの仕組みづくり

　　　（３）権利擁護の推進

　　　（４）地域ケア会議の充実

　　　（５）地域共生社会の実現のための取り組み

　　　（６）安心できる住まい・暮らしの確保

　　　（７）「共生」と「予防」を両輪とする認知症施策の推進

　　　（８）在宅医療推進に向けた医療・介護の連携

　　　（９）２０２５年・２０４０年を見据えた介護人材の確保

　　　（10）医療・介護サービス基盤の確保と福祉サービス

第４章　第８期計画の取り組み

　１．施策の体系

－ 18 －



　　　　　　　第８期事業計画の施策体系図

主な取り組み

在宅生活の限

界点を高める

地域共生社会

の実現に向け

て

要介護者が在宅

生活を継続でき

るように

仕事と介護の両

立支援に向けて

地域包括ケア

システムを支

える基盤（人

材・質・量）

の確保

１ 介護予防・健康づくり施策の

充実・推進

５ 地域共生社会の実現のための

取り組み

７ 「共生」と「予防」を両輪と

する認知症施策の推進

８ 在宅医療推進に向けた

医療・介護の連携

３ 権利擁護の推進

６ 安心できる住まい・暮らしの

確保

２ 地域協働による支え合いの

仕組みづくり

基 本 施 策

高
齢
者
等
、
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
き
、
自
分
ら
し
く
、
共
に
生
活
で
き
る
ま
ち
の
実
現

基

本

理

念

基

本

目

標

健
や
か
に
い
き
い
き
と
活
動
で
き
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ぬ
く
も
り
の
あ
る
地
域
づ
く
り

視 点

９ ２０２５年・２０４０年を

見据えた介護人材の確保

１０ 医療・介護サービス基盤の

確保と福祉サービス

４ 地域ケア会議の充実

・集いの場の充実・発展

・保健事業と介護予防の一体的な実施と多職

種連携の推進

・自立支援と重度化防止の環境整備

・住民ボランティアの育成

・住民ボランティアの登録、生活支援等を担う

組織の拡充

・生活支援協議体（支え合い会議）、生活支援

コーディネーター活動の充実

・成年後見制度等の活用促進

・高齢者虐待の早期発見と適切な対応

・消費者被害の防止

・地域ケア会議の充実

・地域見守りネットワーク協議会の活動推進

・消費者被害防止に向けた見守りと普及啓発

・地域ケア会議の活用

・有料老人ホームやサービス付き高齢者向

け住宅の質の確保

・在宅生活を支援する住環境の整備推進

・暮らしやすい環境の選択

・普及啓発・本人発信支援

・認知症の人を支えるための環境づくり

・チームオレンジの構築を支えるための環境づ

・在宅医療・介護連絡協議会の定期的開催

・感染症や災害時におけるサービス提供体

制の構築

・ＡＣＰ（人生会議）の普及啓発

・介護施設等職員環境整備に対する支援

・元気高齢者と介護施設のマッチング支援

・介護ロボット・ＩＣＴなどの導入促進とイ

メージアップ作戦

・医療・介護サービス基盤の整備

・災害対策に係る体制整備

・感染症対策に係る体制整備
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　　感染防止策を講じ住民主体の介護予防・健康づくり事業を推進します。また、各種
　データを有効に活用すると共に多職種との連携による効果的な取り組みを行います。

① 集いの場の充実・発展

集いの場等を通じた人と人とのつながりをさらに促進すると共に、新しい生活様式に
応じた主体的な介護予防と、切れ目のないリハビリテーションサービスの提供による重
度化防止に努めます。また専門家の関与により効果的な自立支援、要介護者の重度化防
止を図ります。

２．基本施策の具体的な取り組み

《　重点目標　》

　　高齢者が、自らの特技や能力を生かし、生きがいをもって過ごすことができる環境
　づくりを推進します。また、保健事業と介護予防の一体的な実施など、専門家の関与
　により効果的な自立支援、要介護者の重度化防止を図ります。

〈　重点施策　〉

　　世代間交流を通して、物づくりなどの経験・技術を活かした活動や、ＩＴ講習受
　講、就労活動など、生きがいにつながるような活動を支援します。また、介護予防に
　関するアプリの活用等ＩＣＴの活用について支援します。

５５か所 ５８か所 ６１か所

令和５年度

住民主体の集いの場の見込み量（累計）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

第８期計画期間中目標値

令和４年度 令和５年度

２０人

令和３年度

１０人

９２９人 ９７４人 １，０１９人

介護リーダーの育成（累計）

現　状

３０人

現　状

５２か所

現　状

８８４人

集いの場への参加者の見込み量（実人数）

第８期計画期間中目標値

令和３年度 令和４年度

基本施策１ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進
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② 保健事業と介護予防の一体的な実施と多職種連携の推進

　・検診結果や健康とくらしの調査等のデータを分析し、住民との課題の共有を図り
　　ます。

　・要介護の要因分析を生かし、集いの場においてリハビリや歯科・栄養などの専門
　　職が効果的な助言・指導を行います。

　・住民が地域の介護予防活動につながるよう医療・介護関係者との連携を図りま
　　す。

　・介護予防部会を活用し、医療機関、介護施設、介護サービス事業所等を含めた地
　　域のリハビリテーションの課題を共通認識し、地域リハビリテーション広域支援
　　センター等と連携しながら、生活機能向上に向け、適切にリハビリテーション
　　サービスが提供できるよう協議を行います。

　・離島など地理的な要因や、社会資源の偏在による健康格差を是正するための支援
　　を行います。

　・自立支援を意識し社会資源を活用したケアマネジメントが行われるよう地域個別
　　ケア会議を活用したケアマネジメント支援を行います。

③ 自立支援と重度化防止の環境整備

　・社会資源と要支援者をつなげる仕組みの強化として、住民への社会資源の周知、
　　ケアマネジメントへの位置づけ等を行います。

第８期計画期間中目標値

集いの場への専門職の関与
（リハビリ専門職、栄養士等）

１２回／年

（機能回復訓練）

座る、立つ、歩く

等ができるように

（役割・社会参加）

生きがい、役割をもった

生活ができるように

地域での出番づくり

（ＩＡＤＬ向上）

掃除、洗濯、料理、

買い物、外出等がで

きるように

（ＡＤＬ向上）

食事、排せつ、着替え、

入浴等ができるように

意欲への働きかけと環境整備

心身機能

活 動

参 加

生活機能向上に向けた働きかけ
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　・就労的活動支援コーデイネーターを配置し、社会参加や就労的活動につなげます。

第８期計画期間中目標値

地域ケア会議介護予防部会 ２回／年

介護予防のための個別ケア会議 １回／月

検討事例数 ２４事例／年

④ 社会参加・就労的活動の推進

　　通所型サービス、訪問型サービス、配食サービス、移動支援サービス

　・いきいき支援ポイント事業の充実により高齢者が担い手となる活躍の場を増やし
　　ます。

⑤ 介護予防に資する個人の取り組みを推進

　・介護予防活動や健康保持に関する自己管理ができるよう、介護予防手帳の活用を
　　図ります。

　・介護予防活動に対するポイントを付与し、個々の介護予防の取り組みに対するモ
　　チベーションの維持を図ります。

⑥ 介護予防・日常生活支援総合事業の多様化

　・民間サービス、ＮＰＯ団体、住民組織等多様な主体との連携により、介護予防・
　　日常生活支援総合事業を推進します。住民によるサービスを提供する対象者の弾力
　　化を図ります。
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①  住民ボランティアの育成

　・介護予防・地域支え合いサポーターの養成

　支え合える地域づくりを目指し、住民ボランティアの育成等、住民組織の基盤づく
りを行います。また、住民同士が互いに支え合えるように、意識の醸成を図ります。

《　重点目標　》

　　地域において生活支援に関する課題の解決に向けた協議が円滑に行われるよう生
　活支援協議体（支え合い会議）の活動を支援します。

〈　重点施策　〉

　　生活支援や見守りを担う人材の育成と拠点づくり（地域ごとの支え合い会議）を
　行います。住民主体の生活支援活動に対して支援を行います。

　　　地域の支え合い活動の担い手として参加する高齢者に対し、介護予防や認知症
　　の知識、訪問時の対応やトラブル事案、緊急時の対応等、技術的助言を踏まえて
　　講習会を実施し、地域での支え合いサポーターを養成します。
　　　また、養成したサポーターについては、スキルアップのための研修の機会をつ
　　くります。

②  住民ボランティアの登録、生活支援等を担う組織の拡充

　・介護予防いきいき支援ポイント事業

　　   介護予防・地域支え合いサポーターについては、松浦市介護予防いきいき支援
　　サポーターに登録し、訪問による生活支援及び施設等におけるボランティア活動
　　に対して、いきいき支援ポイントを付与します。（ポイントは地域振興券に交換
　　できます）

　・介護予防地域支え合い活動に対する支援

２２３人 ２４３人 ２６３人

　　　 生活支援や支え合いの拠点づくりなど、高齢者に対して支え合いの活動を行う
　　団体に対し、事業の立ち上げ及び運営に係る経費を支援します。また、市に登録
　　された住民ボランティアの受入れを希望する際は、介護予防いきいき支援サポー
　　ター受入機関の指定を行います。

③ 生活支援協議体（支え合い会議）、生活支援コーディネーターの活動の充実

　　生活支援を担う多様な団体や事業者との情報共有及び連絡・協働による取り組み
　の推進のための協議体（支え合い会議）が円滑に機能するよう生活支援コーディ
　ネーターの活動の充実を図ります。

介護予防・地域支え合いサポーター養成数（累計）

現　状
第８期計画期間中目標値

令和３年度 令和４年度 令和５年度

２０３人

基本施策２ 地域協働による支え合いの仕組みづくり

－ 23 －



　　判断能力が十分でない認知症高齢者等に対し、松浦市社会福祉協議会が実施し
　ている日常生活自立支援事業の活用を推進します。判断能力が低下すると、日常
　生活自立支援事業から後見人等が必要な成年後見制度への移行を促します。
　また、判断能力があるうちに、任意後見制度の情報提供を行います。
　　国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、令和３年度に策定する地域福祉
　計画に包含するかたちで松浦市成年後見制度利用促進計画を策定し、市民後見人
　の育成や法人後見等、後見人等を支援するネットワークづくりを段階的に取り組
　みます。

高齢者虐待を受けている高齢者、あるいは自ら権利主張や権利を行使することが
できない状況にある高齢者に対して、権利侵害の予防や対応、権利行使の支援を行
い、高齢者の尊厳ある生活を維持できるように支援します。

《　重点目標　》

　　高齢者の尊厳ある生活を維持できるように、成年後見制度等の活用促進、老人
　福祉施設への措置入所、高齢者虐待の対応、困難事例への対応、消費者被害の防
　止等、権利を擁護する支援体制を整備します。

〈　重点施策　〉

① 成年後見制度等の活用促進

　　本人の自己決定と尊厳を尊重するために、エンディングノートの活用について
　普及啓発を行います。

② 高齢者虐待の早期発見と適切な対応

　　身体的、経済的及び精神的虐待を受ける高齢者の尊厳ある生活を守るため、老
　人福祉施設への措置入所を行う等、高齢者虐待の防止策を講じます。虐待事案の
　収集に努める他、地域ケア会議（権利擁護部会）において専門家や関係機関とと
　もに虐待事案の防止対策及び生活支援策を協議します。

③   消費者被害の防止

　　インターネットに関する相談、通信販売や訪問販売、電話勧誘販売によるトラ
　ブルが増えています。消費者被害防止に向けたパンフレットの回覧や、警察、松
　浦市消費生活センター、地域包括支援センター等連携しながら、被害高齢者の対
　応を支援します。本市の消費者安全確保地域協議会は地域見守りネットワーク協
　議会を兼ねており、警察や行政機関、民間事業所、金融機関、自治会、民生委員
　等地域全体における見守り体制の強化を図っています。

④   エンディングノートの普及

基本施策3 権利擁護の推進
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２回以上／年

第８期計画期間中目標値

地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「個別課題の解決」「地域包括支援ネット
ワークの構築」「地域課題の発見」「地域づくり、資源開発」及び「政策の形成」の５つ
の機能を有する地域ケア会議により、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社
会基盤の整備を図っていきます。地域ケア会議での検討結果は、政策提言として、介護保
険事業の各施策に反映させられるように取り組みます。

《　重点目標　》

　　住民、行政、地域、専門家等が連携して、多岐にわたる地域課題の解決に取り組みま
　す。地域課題の解決とケアマネジメントの向上を図るため、代表者会議、実務者会議
　（専門部会）、個別ケア会議の効果的な活用を図ります。

〈　重点施策　〉

　　多職種による自立支援に向けたケマネジメント検討会である介護予防のための個別ケ
　ア会議を定例で開催し、その他の地域ケア会議は必要に応じ適宜実施します。

現　状

２回代表者会議

課題解決型の個別ケア会議

７回以上／年

１２回以上／年
個別ケア会議

随時

７回

１２回

実務者会議（専門部会）

介護予防のための個別ケア会議

基本施策４ 地域ケア会議の充実

－ 25 －



地域共生社会の実現に向け、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応するた
め、包括的な介護・福祉サービス提供体制の構築を図ります。また、地域団体、民間事
業者、行政等がネットワークを結び、互いに連携協働しながら高齢者、障害者、子ども
等に対し多重的な見守り体制を構築します。

《　重点目標　》

　　松浦市地域見守りネットワーク協議会の活動を推進し、さらに住民の安全、安心
　な生活を確保するための見守り活動を展開していきます。また、高齢者、障害者、
　子ども、生活困窮者等の属性にかかわらず一元的に対応できるような相談支援体制
　を構築します。
　　障害者が高齢になり、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行しやすい環
　境づくりとして、共生型サービスの創設を目指します。

〈　重点施策　〉

① 地域見守りネットワーク協議会の活動推進

④ 共生型サービスの創設

　　介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所が同一の事業所でもう一
　方の制度の事業所として指定が受けやすくなり、一体的にサービスが提供できる施
　設を創設します。

　　地域見守りネットワーク協議会の活動に賛同する協力事業者の拡充を図るととも
　に、協力事業者と関係団体の情報共有や連携を促進し、市民との協働による取り組
　みを行います。
　　行方不明者が発生した場合の地域包括支援センターから地域見守りネットワーク
　協力事業者への情報伝達の検証および対応について学ぶことを目的に行方不明高齢
　者捜索模擬訓練を実施します。

② 消費者被害防止に向けた見守りと普及啓発

　　認知症の人を含む高齢者の消費者被害は近年増加し、消費者トラブルに遭遇した
　場合の被害が多額かつ頻回となっています。このため高齢者や認知症等の判断能力
　の低下した消費者を地域で見守る体制の構築が求められています。地域見守りネッ
　トワーク協議会（消費者安全確保地域協議会）は、消費者被害防止に向けた見守り
　と広報等を通じて消費者被害に関する注意喚起を行います。

③ 地域ケア会議の活用

　　多様な課題を抱える支援困難事例に対して、地域ケア会議を活用することで関係
　機関の情報共有と支援策の検討を円滑に行います。高齢者、障害者、子どもに関す
　る重層的な事例であっても、一体的な相談支援体制を整備することで地域共生社会
　の実現を目指します。

基本施策５ 地域共生社会の実現のための取り組み
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定員 8 人

　　市内で把握している住宅型の有料老人ホームは下記のとおりですが、今後在宅生
　活を維持するうえで、そのニーズはさらに高くなります。介護ニーズの受け皿とし
　ての役割を果たせるよう、未届けの有料老人ホームを確認した場合は積極的に長崎
　県に情報提供するとともに、介護サービス相談員派遣事業を活用する等、その質の
　確保を図ります。

住まいは、地域包括ケアシステムの基礎となるものであり、それぞれの生活のニーズ
にあった住まいで、かつ、個人の尊厳が確保されることが大切です。加齢とともに、生
活支援サービスや、保健・医療・介護等のサービス利用が必要になってきます。これま
で生活してきた自宅もバリアフリー化が必要になり、改築してもその後の住居をどうす
るか等新たな悩みが出てきます。子世帯と同居・近居生活、あるいは老人ホーム等への
住み替えも選択肢の一つです。これからの人生をどのように暮らしていきたいか、家族
と話し合いながら自分の意思で決めることが大切です。安心できる住まいを確保するた
め、各種情報の収集及び提供に努めます。

《　重点目標　》

　　心身の機能が低下しても、自分らしく住み慣れた地域や仲間、家族と暮らせる環
　境を確保します。

〈　重点施策　〉

① 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の質の確保

住宅型有料老人ホーム　　よりあいの場

② 在宅生活を支援する住環境の整備推進

       松浦市内の持ち家率は約９割、最後まで自宅で生活したいという人も約７割を占
　めています。住宅改修に当たっては、リハビリ専門職による関与を推進し、介護支
　援専門員は、要介護者の自立を妨げないよう、福祉用具等や介護用品について、き
　め細やかな情報提供を行います。

③ 暮らしやすい環境の選択

　　高齢になってから住み替える場合、近くに病院、郵便局、商店、役所があるなど
　利便性も考慮することが大切です。これまでの環境と全く異なるところに移り住む
　と、家族や友人との交流が少なくなり、これまで感じなかったさみしさや孤独感を
　感じるかもしれません。また、住み替えに必要な資金や入居条件など事前に調べて
　おくことも重要です。暮らしやすい環境を選択できるよう、必要な情報提供や相談
　支援を行います。

基本施策６ 安心できる住まい・暮らしの確保
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定員 50 人

定員 50 人

定員 13 人高齢者生活福祉センター　水仙苑

　　　家庭環境や住宅事情等の理由により、一人で生活することに不安のある高齢者
　　に、必要に応じて住居を提供するとともに、介護支援機能や居住機能及び交流機
　　能を総合的に提供することにより、安心して健康で明るく自立した生活が送れる
　　ように支援する施設です。

　　自宅と介護施設の中間的な住まいとして、生活困窮者施策と連携した施設があり
　ます。高齢者の状況に応じて、必要な支援を行います。

　〇養護老人ホーム

　　　概ね６５歳以上の人で、環境的及び経済的理由などにより、自宅において生活
　　することが困難な人について入所措置する施設です。

　〇軽費老人ホーム

　　　家庭環境、住宅事情等の理由により、自宅において生活することが困難な人が
　　低料金で利用できる施設です。

　〇生活支援ハウス

養護老人ホーム　海光園

軽費老人ホーム　建禄園

④ 高齢者の住まいと生活の一体的支援
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　　　　住民主体の集いの場における認知症予防につながる可能性の高い介護予防施
　　　策を推進します。認知症になっても地域の集いの場へ参加できる環境を整える
　　　とともに、脳血管性認知症予防のため、保健事業と介護予防の一体的な取り組
　　　みにより生活習慣病改善に努めます。

多くの人にとって認知症はとても身近な問題となっています。認知症の発症を遅らせ、
認知症になっても希望をもって日常生活を送ることができる社会の実現を目指します。認
知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を両輪とする施策を推進しま
す。

《　重点目標　》

　　認知症になっても必要な支援を受けながら自立した生活ができる環境づくりを推
　進します。また、認知症になるのを遅らせる、認知症の進行を緩やかにするための
　予防の取り組みを行います。

〈　重点施策　〉

（１）普及啓発・本人発信支援

　　① 認知症に関する普及啓発の促進

　　　・認知症サポーターの養成を促進します。出前講座等に加え、特に、認知症の
　　　　人との地域での関わりが多いことが想定される事業所や、児童、生徒、若者
　　　　に対する認知症サポーター養成講座等にも積極的に取り組みます。

　　　・世界アルツハイマーデー（９月２１日）及び月間における普及と啓発イベン
　　　　トに参加します。

　　　・認知症ケアパスについてホームページに掲載し、積極的な活用を図ります。

　　② 認知症本人からの発信支援

（２）集いの場への参加の促進と認知症プログラムの充実

　　　　自らの体験と思いを言葉にして発信することで、多くの認知症とともに暮ら
　　　す人に勇気を与えています。また、認知症の人同士が語り合う「本人ミーティ
　　　ング」の実施等に取り組んでいきます。

（３）認知症の早期発見・対応

　　①認知症地域支援推進員の活動の推進

　　　　認知症地域支援推進員を中心に、認知症ケアパスの活用促進、認知症カフェ
　　　を活用した取り組みを実施します。

　　　　認知症が疑われる人や認知症の人及び家族を訪問し、アセスメントを行い、
　　　対象者を適切な医療・介護サービスにつなぐ等の初期の支援を実施します。

　　②認知症初期集中支援チームの活動の推進

基本施策７ 「共生」と「予防」を両輪とする認知症施策の推進
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　　②認知症ケアのスキル向上に向けた環境づくり

　　　　介護者や当事者同士が認知症の悩みや不安を共有し、互いに支え合うことが
　　　できるよう、家族教室やピア活動等の支援を行います。

（４）認知症の人を支えるための環境づくり

　　①認知症本人と家族をサポートする仕組み（チームオレンジ）の構築

2，000人 2，200人 2，400人 2，600人

　　　　ニーズや困りごとを抱える認知症本人や家族と認知症サポーターをつなぎ、具
　　　体的な支援を行う体制づくり「チームオレンジ」を構築します。

　　　　認知症の特性を踏まえた介護サービスを整備します。介護事業所において認
　　　知症ケアに携わる介護人材の質の向上を図るため、認知症介護実践研修等が受
　　　講しやすい環境整備を進めます。

　　③介護者等への支援

（５）若年性認知症の人への支援・社会参加支援

　　　　認知症地域支援推進員による若年性認知症を含めた認知症の人の社会参加活
　　　動の体制整備や、介護事業所における認知症の人をはじめとする利用者の社会
　　　参加や社会貢献の活動の取り組みを支援します。若年性認知症についての理解
　　　を深めるため、パンフレット等により市民への周知啓発を行います。本人、家
　　　族支援として、県の専用相談窓口へつなぐとともに、当事者がどう生きたいか
　　　自己決定できる環境をつくり、周囲が十分に理解することで、可能な限り就労
　　　継続できるように相談支援体制を整備します。

認知症サポーター養成人数（累計）

現　状
第８期計画期間中目標値

令和３年度 令和４年度 令和５年度
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　③入退院時の速やかな情報共有と一体的な支援を行います。

　　　情報共有ツールの活用及び、退院前、退院後のカンファレンスを促進し、退院
　　後の経過のモニタリングによる評価に努めます。

　④感染症や災害時における継続的なサービス提供ができる連携体制を構築します。

　　・保健所や各医療機関等における連絡体制を強化し、安心して受診できる医療体
　　　制を確保します。

　　・災害時など、緊急避難を必要とする際の受け入れ体制を確保します。

　⑤地域包括ケア病床を適切に活用しながら可能な限り在宅生活が継続できるよう支
　　援します。また、療養病床から、介護医療院等への転換を図るなど、受け皿整備
　　を行います。

　②松浦市在宅医療連絡協議会及び、西九州させぼ広域都市圏のおける連携した在宅
　　医療推進に関する協議・研修を実施します。

長崎県地域医療構想では、二次医療圏を基本とし、将来の医療需要を推計し、病床の
機能分化を進めます。

療養病床等に入院している患者のうち、在宅医療等で対応可能な患者については、出
来るだけ在宅医療等で対応する方針が示されており、在宅医療等への移行にあたって
は、受け皿となる介護施設の整備や在宅医療・介護の連携体制が十分に確保できること
が前提となります。切れ目のない在宅医療と介護サービスを提供するため、在宅医療・
介護の連携を強化します。

《　重点目標　》

〈　重点施策　〉

　①松浦市在宅医療・介護連絡協議会を定期的に開催します。

　　地元医師会等の協力を得つつ、各圏域におけるあるべき在宅医療・介護提供体制
　の姿を共有したうえで、在宅医療・介護連携を計画的かつ効果的に推進します。

基本施策８ 在宅医療推進に向けた医療・介護の連携

【西九州させぼ広域都市圏における連携した取り組み】
佐世保市を中心とした５市２町が、令和元年度から令和５年度までの６年間
を事業期間として、在宅医療・介護連携推進に関する事業に連携して取り組
みます。
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　　・在宅、施設看取りの事例を多職種で共有する機会を設けます。

　　（後方支援病院の確保、主治医・副主治医制の導入等）

　　・地域住民や施設に対して、在宅医療及び介護サービス、終末期に向けた人生の
　　　在り方について考える機会を提供し、人生会議やエンディングノートの普及を
　　　行います。

　⑥在宅医療を行う診療所、かかりつけ医をバックアップする体制の整備に努めま
　　す。

　⑦AＣＰ（人生会議）の普及啓発を行います。
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①  介護施設等職員環境整備に対する支援

団塊の世代が全て７５歳以上となる２０２５年度（令和７年度）には、２０１５年度
（平成２７年度）と比較し、新たに２６人の介護人材が必要とされています。これに供
給面を加味した需給ギャップでは、介護職員で１０９人の不足が見込まれていることか
ら、早期に介護職員の確保に取り組みます。

《　重点目標　》

中高校生や若い世代に、介護事業所等の職場体験を通じて、高齢者との触れ合いや
介護の大切さを実感していただき、使命感を持って介護職員を目指し、誇りを感じなが
ら働き続けることができる環境づくりと、全ての世代が、それぞれの生活スタイルに応
じて高齢者を支えることができる社会を目指します。

〈　重点施策　〉

　　有資格者の確保が困難なことから、知識・経験を問わず、あらゆる世代が介護に
　参入できる仕組みの構築（元気高齢者や未経験者の参入促進）に取り組みます。

　・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の取得に向けて、事業所に
　　対し制度を周知します。加えて、加算取得のための専門家（労務士等）を招き事
　　業所向けのセミナーを開催します。

②  元気高齢者と介護施設のマッチング支援

　　就労的活動支援コーデイネーターによる就労意欲のある元気高齢者と人材を希望
　する介護施設の雇用のマッチング支援を行います。
　　正社員でなくとも、パートやアルバイト等個々のワークライフバランスに応じた
　就労ができる仕組みづくりに取り組みます。

　・在宅介護実態調査から、介護者が不安を感じている介護は、「夜間の排泄」「外
　　出の付き添い」「認知症状への対応」などです。仕事と介護の両立を図り、要介
　　護者の在宅生活を継続するために必要な介護サービスを確保します。

　・介護サービス事業所、施設における生産性向上に取り組むためのノウハウを普及
　　します。介護事業所の指定や変更等に関する諸手続きの簡素化に取り組みます。

　・離職者は、特に３年未満の早期離職が約６割を占めるため、早期離職者対策に取
　　り組みます。介護現場で働く職員の安全確保と利用者の継続的で円滑なサービス
　　利用の一助となるよう、ハラスメント対策の啓発チラシを作成します。

基本施策９ ２０２５年・２０４０年を見据えた介護人材の確保
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　　外国人就労希望者が安心して就労・定着できるよう、日本語研修等を県と協力し
　て取り組みます。

⑤  外国人就労者の定着に向けた支援

③  介護ロボット・ＩＣＴなどの導入による業務効率化とイメージアップ作戦

　　進路や就職の選択を行う中高生などの若い世代に対し、介護ロボット・ICTの導
　入、メンター制度等の導入による職場環境改善など、積極的に改善に取り組んでい
　る介護事業所等の情報発信を行います。

　　・市内介護事業所を対象に、介護ロボット・ICTの利用体験会を開催します。

　　・市が主催する近隣の高校生を対象とした合同企業説明会の折、地元現役介護職
　　　の方を講師とした「地元での介護職の魅力について」の講座を行います。

　　介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう、
　加えて多様な人材の参入を促進するため介護に関する入門的研修を県と協力して実
　施します。

　　・職場環境のイメージアップを図るため、地元高校生をはじめ、近隣高校生向け
　　　に情報発信を行います。

④  入門的研修の実施
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　　　・介護事業所等と連携し防災対策についての周知啓発を実施します。

　　　・介護事業所等における災害の発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸
　　　　送体制について県との連携を図ります。

　　　・介護事業所等で策定している避難計画等を定期的に確認し、随時見直しを促
　　　　します。

　　　また、介護保険施設においては、福祉避難所としても役割も担っていることか
　　ら、災害時の支援施設として連携を密にしていきます。

全国に比べ、高齢化の進行が早く、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（令和
７年）には医療、介護サービスのニーズはますます増加することが見込まれます。ま
た、認知症高齢者、単身や夫婦のみの高齢者世帯の増加により地域における介護力は低
下しています。今後も、医療・介護の社会保険制度を持続していくため、限られた資源
を可能な限り効率的かつ効果的に活用し、地域包括ケア体制を構築していく必要があり
ます。

また、在宅サービスの充実を図る観点から、人口減少や地理的要因、生活形態の変化
から４つの日常生活圏域を設定し、圏域ごとに均衡のとれたサービスの提供が行われる
よう、地域の実情に応じた見込み量を確保します。

（１）医療・介護サービス基盤の整備

　　　令和５年度末で、介護療養型医療施設が廃止されることに伴い、第８期計画に
　　おいて介護保険施設等への転換を計画しています。
　　　本計画においては、医療機関の療養病床廃止後の受け皿として介護医療院等を
　　整備するとともに、新たに介護老人福祉施設や認知症高齢者グループホーム等の
　　整備についても、要介護者の状況や地域の実情を踏まえて年次的に見込みます。
　　　また、在宅医療・介護の推進に向け、必要となる定期巡回・随時対応型訪問介
　　護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型
　　居宅介護等のサービスが求められる中、第８期期間については、定期巡回・随時
　　対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護の創設に取り組みます。

（２）災害対策に係る体制整備

　　　本市においては、玄海原子力発電所から半径30ｋｍ圏内に位置し、原子力災害
　　についての対応が必要です。また、近年、大雨等の自然災害が多発しており、特
　　に河川流域や土砂災害警戒地域などに位置する施設等については、常に緊急事態
　　を想定して避難訓練等を実施する必要があります。

基本施策１０ 医療・介護サービス基盤の確保と福祉サービス
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（４）市町村特別給付

　　　第１号介護保険料を財源として、在宅介護サービスを補完するため、次の事業
　　を実施します。

　　　① 離島介護サービス支援事業

　　　　　本市には、青島、飛島、黒島の２次離島があります。島内に介護保険サー
　　　　ビスがない場合に、島外での介護サービスを利用する際の渡航費の実費支援
　　　　や本土から離島へ渡り介護サービスを提供する場合の事業者の渡航費等を支
　　　　援します。

（３）感染症対策に係る体制整備

　　　新型コロナウイルス感染に備え、日頃から介護事業所及び地域包括支援セン
　　ター等と連携し、感染拡大防止策の周知啓発、感染症発症時に備えた初期対応、
　　感染症発症時の代替サービスの確保に向けた連携体制の構築等を進めます。ま
　　た、介護事業所等の職員が感染症に対する理解や知見を有したうえで業務に当た
　　ることができるよう、感染症に対する研修の機会を設けます。長崎県、保健所、
　　協力医療機関等と連携した支援体制の整備を進めるとともに、介護事業所等にお
　　ける適切な感染防護具、消毒液その他の感染症対策に必要な物資の備蓄、調達、
　　輸送体制の整備を進めます。

　　　⑤ 外出支援事業（老人福祉センター利用者乗船料助成費）

（５）福祉サービス

　　　福祉サービスとして、次の事業を実施します。

　　　① 老人生活管理指導短期入所運営事業

　　　　　介護予防・日常生活支援総合事業の対象となった独居高齢者に対し、施設
　　　　への短期宿泊により、高齢者の栄養管理や生活管理指導などを支援します。

　　　② 高齢者日常生活用具給付費

　　　　　心身の機能低下に伴い、防災等の配慮が必要な高齢者に対し、電磁調理
　　　　器、火災報知器、自動消火器等の購入費用を助成します。

　　　③ 緊急通報機器貸与事業

　　　　　疾病、障害などにより虚弱な一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、重
　　　　度の身体障害者のみの世帯等に対し、緊急通報用の通信機器を貸与し、急な
　　　　発病や突発的な事故等による緊急事態時の連絡手段を確保します。

　　　④ 外出支援事業（高齢者等わくわく・おでかけ支援事業助成費）

　　　　　高齢者の積極的な社会参加及び健康増進を支援することを目的とし、在宅
　　　　高齢者に対し、市が指定する公共の交通機関、高齢者の集いの場への参加費
　　　　や施設等を利用する際の費用を助成します。

　　 　　　青島・飛島・黒島から市老人福祉センターを利用する際の渡航費を助成し
　　　 　ます。

　　　⑥ 外出支援事業（高齢者通院乗船料助成費）

　　　　　飛島・黒島から、島外の医療機関へ通院する際の渡航費を助成します。

　　　⑦ 徘徊感知機器貸出事業

　　　　　認知症の人の外出を支援します。認知症高齢者を介護している家族等に対
　　　　し、機器を貸与し高齢者の所在を早期に特定し、情報を提供することで事故
　　　　等の未然防止と家族等の精神的負担を軽減します。

－ 37 －



　　 　　　青島地区に居住する高齢者の日常動作訓練や生きがいづくりのためのサー
　　　　ビスを提供し、介護予防に資する取り組みを行う事業者に対し、その費用を
　　　　助成します。

　　　⑧ 高齢者活動支援（生きがい活動支援通所事業委託料）
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星鹿 御厨 志佐 調川 今福 福島 鷹島

医療機関 １診療所(青島） １病院（79床） ２病院（160床） １診療所 １診療所 １診療所 １診療所

（病床数）
（病床無し） １診療所（19床） ２診療所（病床無し） （病床無し） （19床） （病床無し） （病床無し）

2歯科医院 ３歯科医院 1歯科医院 1歯科医院 1歯科医院

入所・入居できる施
設

１ 介 護 老 人 福 祉 施 設
（ユニット型）

１ 介 護 老 人 福 祉 施 設
（多床室）（70人）

1 介 護 老 人 福 祉 施 設
（多床室）（60人）

２認知症高齢者グルー
プホーム

介護老人福祉施設（多
床室）（50人）

１認知症高齢者グルー
プホーム

（施設数と定員）
（29人）

１介護療養型医療施設
（11人）

１短期入所施設 （18人）
１介護療養型医療施設
（19人）

（18人）

１ 介 護 老 人 保 健 施 設
（80人）

２短期入所施設 （20人） （9人） １短期入所施設

１短期入所施設 （35人）（7人）
3認知症高齢者グルー
プホーム

（10人）

（９人）
２認知症高齢者グルー
プ ホ ー ム （ 18 人 ）
（18人）

（18人）（9人）
1認知症高齢者グルー
プホーム（９人）

（18人） １軽費老人ホーム（50
人）

２住宅型有料老人ホー
ム（24人）（８人）

居宅介護
サービス

1通所リハ事業所
１通所介護事業所（通
所型サービス含む）

２通所介護事業所（通
所型サービス含む）

１地域密着型通所介護
事業所（通所型サービ
ス含む）

１通所介護事業所（通
所型サービス含む）

１通所介護事業所（通
所型サービスを含む）

（事業所数） １地域密着型通所介護
（ 通 所 型 サ ー ビ ス 含
む）

１通所リハ事業所
２地域密着型通所介護
事業所（通所型サービ
ス含む）

１認知症対応型通所介
護事業所

１通所リハビリ事業所
１訪問介護事業所（訪
問型サービスを含む）

２訪問介護事業所
１訪問介護事業所（訪
問型サービス含む）

１通所リハビリ事業所
１訪問介護事業所（訪
問型サービスを含む）

（ 訪 問 型 サ ー ビ ス 含
む）

１訪問看護事業所 １訪問リハビリ事業所

１訪問看護事業所
３訪問介護事業所（訪
問型サービス含む）

２訪問介護事業所

日常生活圏域における医療機関・介護施設・居宅介護サービス事業所の開設状況　（令和２年１２月１日現在）
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通所型サービス
・自立支援デイサービス

・介護予防教室

その他生活支援サービス ・配食サービス

介護予防ケアマネジメント ・ケアプラン作成業務

　３．地域支援事業

　　　地域支援事業は、高齢者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態となっても
　　可能な限り、地域において自立した生活をおくることができるよう支援するための事業です。

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

・自立支援ホームヘルプ

・住民による生活支援サービス

・住民による移動支援サービス

地域介護予防活動支援事業
・集いの場等地域活動支援

・介護予防・生活支援サポーター養成

一般介護予防事業評価事業 ・健康とくらしの調査

地域リハビリテーション活動支援事業 ・専門職による地域活動支援

一般介護予防事業

介護予防把握事業 ・訪問による高齢者支援

介護予防普及啓発事業
・すっきり元気教室

・各種介護予防講座

権利擁護事業 ・地域見守りネットワーク協議会

包括的・継続的ケアマネジメント事業 ・介護支援専門員への支援

在宅医療・介護連携推進事業
・在宅医療・介護連絡協議会

・医療介護連携コーディネーター活動

包括的支援事業・任意事業

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）

介護予防支援事業 ・地域包括支援センターだよりの発行

総合相談事業 ・総合相談

包括的支援事業（社会保障充実分）

任意事業

介護給付費適正化事業 ・介護給付費通知

家族介護支援事業 ・介護用品支給、家族介護者交流事業

その他の事業

・成年後見制度に関する相談、市長申立、

　利用支援

・認知症サポーターの養成

地域ケア会議推進事業 ・地域ケア会議

認知症総合支援事業

・認知症初期集中支援チーム

・認知症地域支援推進員活動

・チームオレンジの構築

生活支援体制整備事業

・生活支援協議体の設置

・自主組織による集いの場の支援

・生活支援コーディネーター活動

・就労的活動支援コーディネーター活動
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令和５年度

介護予防・日常生活支援総合事業 88,045 92,751 94,286

【事業費の見込量】 単位：千円

令和３年度 令和４年度

　平成２９年４月から介護予防・日常生活支援総合事業が開始されたことに伴い、要支援1.２に対して
実施していた従来相当の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を地域支援事業に移行し、自立支援
ホームヘルプ及び自立支援デイサービスとして実施しています。また、チェックリストにより総合事業
の対象者に該当した者にも必要に応じ同サービスを提供するほか、短期集中型の介護予防教室や、住民
ボランティアによる訪問（家事）支援サービスを実施しています。
　その他、すべての高齢者を対象とした地域の集いの場が多く立ち上がりました。
第8期計画においては、住民主体による移動支援サービスを計画しており、その立ち上げについても支
援していきます。

【訪問型サービス、通所型サービスの実績】 単位：千円・人

平成30年度 令和元年
令和２年

（見込み）

包括的支援事業・任意事業 63,322 63,428 63,428

事　業　費　計 151,367 156,179 157,714

321 89 49

訪
問
型
サ
ー

ビ
ス

自立支援ホームヘルプ
（従来相当の訪問介護）

人／年 1,021 1,164 1,239

費　用 16,828 20,078 21,379

住民主体による生活支援
※補助金

団体数 1 1 1

費　用 175 245 245

費　用

団体数

費　用

通
所
型
サ
ー

ビ
ス

　要支援者及び基本チェックリストに該当した人（事業対象者）の令和３年度以降の訪問型サービス、
通所型サービスの見込み量は、以下のとおりです。
　基本チェックリストのみで、自立支援ホームヘルプおよび自立支援デイサービスを受けることが可能
になったことにより、利用者が増え、費用も増加傾向です。令和３年度から新たに住民主体による移動
支援を開始することや、地域の集いの場への参加を促進することで、費用の急激な増加を防いでいきま
す。

【訪問型サービス、通所型サービスの見込み量】 単位：千円・人

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

通
所
型
サ
ー

ビ
ス

自立支援デイサービス
（従来相当の通所介護）

人／年 1,499 1,680 1,698

費　用 31,251 35,209 35,586

介護予防教室
実人数 25 23 18

費　用

団体数

費　用

人／年

費　用

実人数

費　用

令和３年度

1,319

22,764

2

600

1

1,000

1,716

35,968

30

49

自立支援ホームヘルプ
（従来相当の訪問介護）

住民主体による生活支援
※補助金

住民主体による移動支援
※補助金

自立支援デイサービス
（従来相当の通所介護）

介護予防教室

人／年

30

49

令和５年度

1,496

25,808

2

600

3

3,000

1,753

36,744

30

49

令和４年度

1,405

24,238

2

600

2

2,000

1,736

36,354

30

49

令和22年度

1,222

23,212

2

600

3

3,000

1,847

43,640

30

49

令和7年度

1,390

23,869

2

600

3

3,000

1,770

41,995
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　（１）介護給付

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値
事　業 利　用

Ｂ／Ａ
事　業 利　用

Ｂ／Ａ

51.3
13,068 4,152

31.8
回／年 回／年 回／年

訪問看護
8,484 5,628

66.3

第５章　介護保険事業の円滑な実施に向けて
　１．第7期計画値と実績値の比較

区　分

平成30年度 令和元年度 令和2年度（見込）
事　業 利　用

Ｂ／Ａ

24,120 18,204
75.5

回／年 回／年 回／年

Ａ Ｂ （％）

訪問介護
23,928 19,608

82.0
23,700 21,456

90.5

Ａ Ｂ （％） Ａ Ｂ （％）

　　　　介護給付の第7期計画の計画値と実績を比較すると、下表のとおりです。
             第7期計画では、高齢化に伴い、介護サービスの充実を図るため、介護サービス及び予防給付
　　　サービスの総額を７，２８７，７３０千円と見込んでいましたが実績見込みで６，７８７，４０５
          千円となり、６．８６％の減少となりました。計画を大きく上回っているものは居宅療養管理指
　　　導で、利用者宅に医師や看護師、薬剤師、管理栄養士等の専門職が訪問し、療養上の指導や健康
　　　管理、アドバイス等を行うサービスで、令和元年度から大きく伸びています。
　　　　一方、計画値を下回るのは、訪問看護、通所リハビリテーション等で、令和2年２月以降新型
　　　コロナウイルス感染症が全国的に広まり、市内での感染拡大はなかったもののサービス利用が減
　　　少している一因とも思われます。

11,400 5,844

18.8
444 36

8.1
回／年 回／年 回／年

訪問入浴介護
312 84

27.0
384 72

221.4
204 540

264.7
人／年 人／年 人／年

居宅療養
管理指導

132 132
100.0

168 372

74.2
1,932 1,344

70.0
回／年 回／年 回／年

訪問リハビリ
テーション

1,536 1,188
77.3

1,812 1,344

95.0
18,540 15,648

84.4
回／年 回／年 回／年

通所リハビリ
テーション

17,885 18,600
104.0

18,440 17,532

93.7
22,524 21,888

97.2
回／年 回／年 回／年

通所介護
24,156 22,164

91.8
22,140 20,748

60.0
72 24

33.3
人／年 人／年 人／年

短期入所
療養介護

48 36
75.0

60 36

86.2
1,032 840

81.4
人／年 人／年 人／年

短期入所
生活介護

1,056 960
91.0

1,044 900

85.7
84 24

28.6
人／年 人／年 人／年

特定福祉用具販売
72 60

83.3
84 72

97.4
2,364 1,992

84.3
人／年 人／年 人／年

福祉用具貸与
2,256 2,304

102.1
2,292 2,232

102.2
540 588

108.8
人／年 人／年 人／年

特定施設入居者
生活介護

540 552
102.2

540 552

75.0
48 24

50.0
人／年 人／年 人／年

住宅改修費
48 36

75.0
48 36

95.0
1,284 1,140

88.8
人／年 人／年 人／年

認知症対応型
共同生活介護

1,212 1,344
110.9

1,212 1,152

116.7
144 180

125.0
人／年 人／年 人／年

認知症対応型
通所介護

144 108
75.0

144 168

73.3
1,080 828

76.7
人／年 人／年 人／年

地域密着型
通所介護

1,080 780
72.2

1,080 792

58.6
348 192

55.2
人／年 人／年 人／年

地域密着型介護
老人福祉施設

348 252
72.4

348 204

103.0
1,320 1,416

107.3
人／年 人／年 人／年

介護老人
保健施設

1,200 1,188
99.0

1,200 1,236

91.4
2,220 2,076

93.5
人／年 人／年 人／年

介護老人
福祉施設

2,220 1,956
88.1

2,220 2,028

87.7
6,192 5,040

81.4
人／年 人／年 人／年

居宅介護支援
5,892 5,544

94.0
6,132 5,376

103.2
564 636

112.8
人／年 人／年 人／年

介護療養型
医療施設

756 804
106.3

756 780
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　（２）予防給付

　　　　予防給付の第７期計画の計画値と実績の比較は、下表のとおりです。
　　　　第７期の計画値を上回り、増加傾向にあるサービスは、訪問リハビリテーション、特定施設入
　　　所者生活介護となっています。

Ｂ／Ａ
事　業 利　用

Ｂ／Ａ
計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値

区　分

平成30年度 令和元年度 令和2年度（見込）
事　業 利　用

Ｂ／Ａ
事　業 利　用

0 0
0.0

回／年 回／年 回／年

Ａ Ｂ （％）

訪問入浴介護
0 0

0.0
0 0

0.0

Ａ Ｂ （％） Ａ Ｂ （％）

135.3
408 516

126.5
回／年 回／年 回／年

訪問リハビリ
テーション

408 312
76.5

408 552

73.8
3,888 2,760

71.0
回／年 回／年 回／年

訪問看護
2,136 1,536

71.9
2,976 2,196

115.7
1,344 1,452

108.0
回／年 回／年 回／年

通所リハビリ
テーション

1,152 1,272
110.4

1,224 1,416

皆増
0 72

皆増
人／年 人／年 人／年

居宅療養
管理指導

0 12
皆増

0 48

0.0
0 12

皆増
人／年 人／年 人／年

短期入所
療養介護

0 0
0.0

0 0

83.3
108 36

33.3
人／年 人／年 人／年

短期入所
生活介護

72 36
50.0

72 60

66.7
36 48

133.3
人／年 人／年 人／年

特定福祉用具販売
36 36

100.0
36 24

101.5
924 936

101.3
人／年 人／年 人／年

福祉用具貸与
696 648

93.1
780 792

125.0
48 60

125.0
人／年 人／年 人／年

特定施設入居者
生活介護

48 48
100.0

48 60

75.0
48 60

125.0
人／年 人／年 人／年

住宅改修費
48 36

75.0
48 36

0.0
0 0

0.0
人／年 人／年 人／年

小規模多機能型
居宅介護

0 0
0.0

0 0

0.0
0 0

0.0
人／年 人／年 人／年

認知症対応型
通所介護

0 12
皆増

0 0

104.7
2,160 2,244

103.9
人／年 人／年 人／年

介護予防支援
1,920 1,896

98.8
2,040 2,136

50.0
192 120

62.5
人／年 人／年 人／年

認知症対応型
共同生活介護

192 72
37.5

192 96
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　（１）介護老人福祉施設

　（２）介護老人保健施設

　（３）介護医療院

　（４）介護療養型医療施設

　　　

　　　　介護老人福祉施設の対象者は、要介護3以上の者(特別の理由がある要介護1、２を含む）で、
　　　入所人数及び費用は平成３０年度から令和２年度にかけて人数で６．１％、給付費で１１．０％
　　　の増加となっています。市内の介護老人福祉施設３施設は、ほぼ満床の状況となっています。

　　　　介護老人保健施設の対象者は、要介護1以上の者でリハビリなどを行い、在宅復帰を目指しま
　　　す。入所人数及び給付費は、平成３０年度から令和２年度にかけて、人数で１９．２％、給付費
　　　で２３．１％の増加となっています。
　　　　市内の介護老人保健施設１施設については、ほぼ満床の状況です。

　　　　介護療養型医療施設の制度廃止に伴い、新たに創設された医療機関と一体的に整備される介護
　　　施設です。市内には、まだありませんが、第8期計画では介護医療院の利用も見込むことにして
　　　います。

　　　　介護療養型医療施設については、令和5年度末の制度廃止の影響もあり、人数及び費用ともに
　　　減少傾向にあります。７期期間中に２施設が廃止されました。

173

給付費 36,877 39,732 40,935
月平均

人　数 163 169

　２．施設・居住系サービスの現状

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和2年度（見込み）

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

2,076

給付費 442,527 7.7% 476,787 3.0% 491,216
年度計

人　数 1,956 3.7% 2,028 2.4%

1,416

給付費 306,139 3.9% 318,108 18.4% 376,759
年度計

人　数 1,188 4.0% 1,236 14.6%

118

給付費 25,512 26,509 31,397
月平均

人　数 99 103

0

給付費 0 287 0
月平均

人　数 0 1

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

0

給付費 0 皆増 2,636 皆減 0
年度計

人　数 0 皆増 9 皆減

636

給付費 214,020 -1.5% 210,725 -15.4% 178,116
年度計

人　数 804 -3.0% 780 -18.5%

53

給付費 17,835 17,560 14,843
月平均

人　数 67 65

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率
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　（６）特定施設入居者生活介護

　　　　地域密着型の居住系サービスで、グループホームとも呼ばれます。利用状況はほぼ満床です
　　　が、介護職員の高齢化で、確保が困難になり、７期中に2事業所が廃止されました。一方、介護
　　　療養型医療施設廃止後の転換先として、２事業所が新設されました。
　　　　グループホームは、認知症により在宅生活が困難な要支援２の高齢者から入居することがで
　　　き、第７期期間中は予防給付で増加しました。

　　　　養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホームにおいて、介護サービスの提供を受ける人
　　　が、介護給付、予防給付ともに、やや増加しており、在宅から老人ホーム等の入所者が増えてき
　　　ています。

　　　　地域密着型老人福祉施設は、ユニット型の小規模特別養護老人ホームです。
　　　　平成２６年度に開設しましたが、介護人材の確保が難しいことから、定員の3分の２程度の受
　　　け入れにとどまっています。

95

給付費 25,209 23,110 23,130
月平均

人　数 112 96

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

　（５）　認知症対応型共同生活介護
　　　　　（市内8施設、定員１２６人）

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

1,140

給付費 302,512 -8.3% 277,323 0.1% 277,556
年度計

人　数 1,344 -14.3% 1,152 -1.0%

120

給付費 16,140 26.8% 20,471 28.0% 26,211
年度計

人　数 72 33.3% 96 25.0%

10

給付費 1,345 1,706 2,184
月平均

人　数 6 8

49

給付費 8,426 8,661 9,604
月平均

人　数 46 46

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

588

給付費 101,116 2.8% 103,927 10.9% 115,244
年度計

人　数 552 0.0% 552 6.5%

60

給付費 3,317 48.7% 4,931 5.3% 5,194
年度計

人　数 48 25.0% 60 0.0%

5

給付費 276 411 433
月平均

人　数 4 5

16

給付費 4,687 3,742 3,643
月平均

人　数 21 17

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

　（７）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　　　　（１か所、定員２９人）

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

192

給付費 56,238 -20.2% 44,899 -2.6% 43,713
年度計

人　数 252 -19.0% 204 -5.9%
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　　　介護保険施設の整備については、一人暮らし高齢者の増加や施設利用ニーズを踏まえ、介護老人
　　福祉施設、介護医療院の整備を進めます。
　　　短期入所が継続的な入所となっている状況から、介護老人福祉施設を確保することで、短期入所
　　サービスを確保します。整備については、将来の人口減を見込んで、広域的な視野で、長崎県と調
　　整します。
　　　介護医療院の整備については、医療療養病床及び介護療養型医療施設が介護施設等に転換する場
　　合は、定員総数の範囲外で給付費の増加を見込みます。

　３．施設・居住系サービス量の見込み

1,416

2,400

192 192 192 192

612 612 612 612

168

7,248 7,260

60 60 60 60

168 168

７年度 12年度

1,416

60

7,260

 介護予防特定施設入居者生活介護

単位：人

22年度

2,400

1,548

828

0

1,452

192

168

60

7,260

1,452 1,452 1,452 1,452

360 360 0 0

17年度

2,400

1,548

828

0

1,452

612

192

2,400 2,400 2,400

168

4年度

合　計

3年度

2,256

1,416

480

360

1,392

 介護予防認知症対応型共同生活介護

7,140 7,140

168168

1,536 1,548

480 480 828 828

612

区　分

600

192

 介護老人福祉施設

 介護老人保健施設

 介護医療院

 介護療養型医療施設

 認知症対応型共同生活介護

 特定施設入居者生活介護

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

60

6,924

5年度
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　（１）地域密着型サービスの現状と見込み量

　　①　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　　②　夜間対応型訪問介護

　　③　地域密着型通所介護

　４．居宅サービスの現状と見込み量

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（介護給付） 単位：人・千円・回

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0
資料：地域包括ケア「見える化」システム

必要量 人／年 60 120 120

供給量 人／年 60 120 120

932 882

年度計

人　数 780 1.5% 792 4.5%

69

給付費 7,941 7,794 7,226月平均

人　数 65 66

回　数 930

10,584
※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

回　数 11,160 0.2% 11,184 -5.4%

828

給付費 95,289 -1.8% 93,533 -7.3% 86,715

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0
資料：地域包括ケア「見える化」システム

必要量 人／年 996 1,008 1,008

供給量 人／年 996 1,008 1,008

　　　　定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中、夜間を通じ、短時間の定期巡回により訪問し、
　　　訪問介護や訪問看護サービスを一体的に提供するサービスです。
　　　　要介護者の在宅介護を支援するため、第8期計画に盛り込み、事業所の公募を行います。

　　　　夜間対応型訪問介護は、居宅要介護者について、夜間、定期的な巡回訪問と通報により訪問介
　　　護を提供するサービスですが、訪問介護・看護等の複合的サービスの提供が求められており、
　　　第8期計画では見込ないこととします。

　　　　地域密着型通所介護は、平成２８年度から介護給付のうち、定員が１８人以下の通所介護を地
　　　域密着型サービスに移行したものです。（要支援認定者の場合は、介護予防・日常生活支援総合
　　　事業で提供します）
　　　　平成３０年度から令和2年度にかけては、利用人数は増加傾向ですが、回数や給付費について
　　　は減少しており、新型コロナウイルスの感染を心配する声も聞かれました。8期においては、引
　　　き続き、重度化防止、自立支援を目的として、通所介護の利用者数の増を見込んでいます。
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　　④　認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

　　⑤　小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

7.1% 180

給付費 ― 12,756 63.8% 20,898 -3.7% 20,128
年度計

人　数 ― 108 55.5% 168

15

給付費 1,063 1,742 1,677
月平均

人　数 9 14

0.00

給付費 91 90 0
月平均

人　数 1 0.5

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

皆減 0

給付費 ― 915 -72.0% 256 皆減 0
年度計

人　数 ― 10 -70.0% 3

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 人／年 12 12 12

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付）

必要量 人／年 192 192 204

供給量 人／年 192 192 204

資料：地域包括ケア「見える化」システム

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

供給量 人／年 12 12 12

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

　　　　小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として、居宅介護者の心身の状況、置かれている
　　　環境や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供し、住宅での生
　　　活継続を支援するサービスです。第7期中の整備はできなかったものの、在宅介護と宿泊を柔軟
　　　に利用できる小規模多機能型居宅介護の必要性が高まっていることから、第8期においては、整
　　　備を進め、公募を行います。

0.0% 12

給付費 ― 2,902 -26.4% 2,137 -4.4% 2,044
年度計

人　数 ― 11 9.0% 12

1

給付費 242 178 170
月平均

人　数 1 1

0.00

給付費 0 0 0
月平均

人　数 0 0

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

― 0

給付費 ― 0 ― 0 ― 0
年度計

人　数 ― 0 ― 0

　　　　認知症対応型通所介護は、認知症のある高齢者を対象に、通所による入浴、排泄食事等、介護
　　　その他の日常生活上の手助け、機能訓練を受けるサービスです。
　　　　平成30年度に1事業所整備し、月平均15人の利用人数となっています。
　　　　認知症高齢者の増加が予測されることから、第8期も利用者数の増加を見込みます。
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　（２）居宅サービスの現状と見込み量

　　①　訪問介護

　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

　　②　訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 人／年 0 0 0

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付）

必要量 人／年 60 120 120

供給量 人／年 60 120 120

資料：地域包括ケア「見える化」システム

（介護給付） 単位：人・千円・回

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

供給量 人／年 0 0 0

供給率 ％ 0.0 0.0 0.0

　　　　介護給付の利用者は、年々減少しており平均費用も減少しています。総費用は、平成３０年度
　　　から令和2年度にかけて、人数で13.0％、回数で7.2%の減少ですが、給付費については6.0%増
　　　加していることから、重度化している状況が見られます。

1,517

年度計

人　数 1,200 -3.0% 1,164 -10.3% 1,044

給付費

87

給付費 4,530 5,046 4,804月平均

人　数 100 97

回　数 1,634 1,788

18,204
※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

54,360 11.4% 60,557 -4.8% 57,645

回　数 19,608 9.4% 21,456 -15.2%

　　　　訪問介護は介護保険制度の中心的なサービスです。
　　　　質の高いサービスが望まれます。要介護者の自立支援、重度化防止を目的とした質の高いサー
　　　ビスを提供していきます。

（介護給付） 単位：人・千円・回

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0
資料：地域包括ケア「見える化」システム

必要量 回／年 18,024 18,324 18,384

供給量 回／年 18,024 18,324 18,384

　　　　訪問入浴サービスについては、介護、予防ともに平成３０度以降の利用は減少しています。

1

給付費 81 72 36月平均

人　数 2 2

回　数 7

12

給付費 971 864 432

6 3

年度計

人　数 24 24

36回　数 84 72
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　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

　　　　訪問入浴については、引き続き、同程度を見込んでいます。

　　③　訪問看護、介護予防訪問看護

　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

0

給付費 0 0 0
月平均

人　数 0 0

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

― 0

給付費 ― 0 ― 0 ― 0
年度計

人　数 ― 0 ― 0

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 回／年 0 0 0

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付）

必要量 回／年 36 36 36

供給量 回／年 36 36 36

資料：地域包括ケア「見える化」システム

（介護給付） 単位：人・千円・回

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

供給量 回／年 0 0 0

供給率 ％ ― ― ―

　　　　介護給付については、令和元年度にかけて利用人数で、７．１％増加したものの令和2年度に
　　　おいては２０．０%減少しています。一方、予防給付については、月平均２２人から令和２年度
　　　には３２人に増えています。令和２年度の減は、新型コロナの感染予防を心配する影響によるも
　　　のもあるのではと思われます。

487 346

年度計

人　数 672 7.1% 720 -20.0%

48

給付費 2,450 2,631 1,847月平均

人　数 56 60

回　数 469

4,152

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

回　数 5,628 3.8% 5,844 -29.0%

576

給付費 29,406 7.3% 31,578 -29.8% 22,161

230

年度計

人　数 264 22.7% 324 18.5% 384

給付費

32

給付費 564 802 1,007月平均

人　数 22 27

回　数 128 183

2,760
※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

6,767 42.2% 9,623 25.5% 12,080

回　数 1,536 43.0% 2,196 25.7%

　　　　訪問看護は、可能な限り在宅での生活を継続するために必要なサービスです。
　　　　第8期計画では、医療の必要な要介護者等が在宅でも安心して生活ができるように、引き続
　　　き、必要量を見込みます。
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　　④　訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 回／年 3,192 3,108 3,108

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付）

必要量 回／年 5,976 6,156 6,408

供給量 回／年 5,976 6,156 6,408

資料：地域包括ケア「見える化」システム

（介護給付） 単位：人・千円・日

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

供給量 回／年 3,192 3,108 3,108

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

　　　　介護給付、予防給付については、月平均人数が1桁台で推移しています。

112

年度計

人　数 84 14.3% 96 0.0% 96

給付費

8

給付費 276 328 328月平均

人　数 7 8

回　数 99 112

1,344

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

3,311 18.8% 3,934 0.0% 3,934

回　数 1,188 13.1% 1,344 0.0%

43

4

給付費 72 127 118月平均

人　数 1 2

回　数 26 46

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

860 77.2% 1,524 -7.3% 1,412

回　数 312 76.9% 552 -6.5%

年度計

人　数 12 100.0% 24 0.0% 48

給付費

516

　　　　可能な限り在宅での生活が継続できるようにするためには、今後も重要なサービスで、在宅に
　　　おけるリハビリテーションの重要性は高まってくることから、第８期計画においても、現状維持
　　　で見込んでいます。

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 回／年 500 500 500

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付）

必要量 回／年 1,752 1,980 1,980

供給量 回／年 1,752 1,980 1,980

資料：地域包括ケア「見える化」システム

供給量 回／年 500 500 500

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0
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　　　⑤　通所介護

　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

　　⑥　通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

（介護給付） 単位：人・千円・回

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

　　　　　介護給付については、利用人数は減少傾向にあるものの、回数、給付費については同程度で
　　　　推移しています。

1,824

年度計

人　数 1,644 -12.4% 1,440 -5.8% 1,356

給付費

113

給付費 12,935 12,220 12,904月平均

人　数 137 120

回　数 1,847 1,729

21,888
※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

155,218 -5.5% 146,649 5.6% 154,848

回　数 22,164 -6.4% 20,748 5.5%

　　　　通所介護については、もっとも利用度が高い居宅サービスで、本サービスの重要性は今後も高
　　　まると見込んでいます。

（介護給付） 単位：人・千円・回

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0
資料：地域包括ケア「見える化」システム

必要量 回／年 22,644 23,436 23,508

供給量 回／年 22,644 23,436 23,508

　　　　介護給付については、月平均人数、費用ともに年々減少傾向にあり、平成３０年度から令和２
　　　年度の月平均人数は、２６人減少し、総費用は、１９．３％減少となっています。予防給付につ
　　　いては、利用者は、増加傾向にあり、重度化防止のため専門的な介護予防リハビリテーションの
　　　提供が高くなっています。
　　　　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の不安により控えている様子もうかがえます。

135

給付費 12,702 11,737 10,251月平均

人　数 161 153

回　数 1,550 1,461

152,427 -7.6% 140,839 -12.7% 123,007

回　数 18,600 -5.7% 17,532 -10.7%

1,304

年度計

人　数 1,932 -5.0% 1,836 -11.8% 1,620

給付費

121

給付費 3,045 3,611 3,766
月平均

人　数 106 118

15,648
※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（予防給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

1,452

給付費 36,543 18.6% 43,333 4.3% 45,191
年度計

人　数 1,272 11.3% 1,416 2.5%

－ 52 －



　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

　　⑦　短期入所生活（療養）介護、介護予防短期入所生活（療養）介護

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

　　　　高齢化により、慢性期のリハビリテーションの重要性が高くなっています。在宅生活を支える
　　　家族やサービス事業所、各専門職との連携を図りながら、重度化防止を進めます。

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 人／年 1,440 1,476 1,512

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付）

必要量 回／年 18,144 18,396 18,816

供給量 回／年 18,144 18,396 18,816

資料：地域包括ケア「見える化」システム

（介護給付（短期入所生活介護）） 単位：人・千円・日

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

供給量 人／年 1,440 1,476 1,512

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

　　　　短期入所生活介護については、年度間の推移がほぼ一定となっており、短期入所でありなが
　　　ら、病床の継続利用の状況がうかがえます。短期入所療養介護については、病床の空き状況に影
　　　響され、あまり供給できない状況です。

1,532

年度計

人　数 960 -6.3% 900 -6.7% 840

給付費

70

給付費 10,438 10,419 10,551月平均

人　数 80 75

日　数 1,546 1,495

18,384
※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付（短期入所療養介護）） 単位：人・千円・日

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

125,259 -0.1% 125,033 1.3% 126,611

日　数 18,552 -3.3% 17,940 2.5%

14

年度計

人　数 36 0.0% 36 -33.3% 24

給付費

2

給付費 128 156 111月平均

人　数 3 3

日　数 14 18

168

（予防給付（短期入所生活介護））

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

1,541 21.3% 1,870 -28.6% 1,335

日　数 169 27.8% 216 -22.2%

47

3

給付費 101 307 198月平均

人　数 3 5

日　数 17 81

1,207 205.3% 3,685 -35.7% 2,370

日　数 204 376.4% 972 -42.0%

年度計

人　数 36 66.7% 60 -40.0% 36

給付費

564
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　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

　　⑧　福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

日　数 0 0 5

（予防給付（短期入所療養介護））

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

0.0% 0 皆増

年度計

人　数 0 0.0% 0 皆増 12

給付費

1.0

給付費 0 0 26月平均

人　数 0.0 0.0

（介護給付（短期入所療養介護））

必要量 人／年 348 348 348

供給量 人／年 348 348 348

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

0 0.0% 0 皆増 307

60

（介護給付（短期入所生活介護））

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

　　　　短期入所生活介護の利用者が、施設入所の待機者が大半を占めていることから、介護老人福祉
　　　施設の確保を図ることで定数を減らし、短期入所生活介護と居宅介護サービスを組み合わせなが
　　　ら在宅生活を維持していきます。

日　数 0

供給量 人／年 24 24 24

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 人／年 24 24 24

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付（短期入所療養介護））

必要量 人／年 12 12 12

供給量 人／年 12 12 12

資料：地域包括ケア「見える化」システム

（予防給付（短期入所生活介護））

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

供給量 人／年 12 12 12

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 人／年 12 12 12

166

給付費 1,838 1,917 1,544
月平均

人　数 192 186

資料：地域包括ケア「見える化」システム

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

　　　　福祉用具貸与については、第７期期間中、介護給付では減少傾向、予防給付では増加傾向と
　　　なっています。要介護者で減少傾向にあります。

-10.8% 1,992

給付費 22,050 4.3% 23,005 -19.5% 18,525
年度計

人　数 2,304 -3.1% 2,232
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　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

　　　⑨　特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売

　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

936

給付費 3,798 40.0% 5,304 11.7% 5,927
年度計

人　数 648 22.2% 792 18.2%

78

給付費 316 442 494
月平均

人　数 54 66

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付）

必要量 人／年 2,220 2,220 2,220

供給量 人／年 2,220 2,220 2,220

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

　　　サービスの提供に当たっては、不適切な使用や自立支援を阻害する結果となっていないかなど
　　サービスの適正化に努めるとともに、利用促進に向けて事業者と円滑に連携を図っていきます。

供給量 人／年 984 984 984

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 人／年 984 984 984

2

給付費 137 209 70
月平均

人　数 5 6

資料：地域包括ケア「見える化」システム

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

　　　　介護給付及び予防給付について、あまり変動はなく、月平均は1桁台で推移しています。

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

24

給付費 1,649 52.2% 2,510 33.7% 845
年度計

人　数 60 20.0% 72 33.3%

48

給付費 891 65.1% 580 149.7% 1,448
年度計

人　数 36 66.7% 24 100.0%

4

給付費 74 48 121
月平均

人　数 3 2

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

必要量 人／年 48 48 48

供給量 人／年 48 48 48

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

　　　　特定福祉用具販売は、貸与になじまない排せつ・入浴などに用いる福祉用具の購入費用で、在
　　　宅生活を支援するという観点から、今後も利用が見込まれます。サービスの提供に当たっては、
　　　不適切な使用や自立支援を阻害する結果となっていないかなどサービスの適正化に努めるととも
　　　に、利用促進に向けて事業者と円滑に連携を図っていきます。
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　　⑩　居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費

　　　介護給付及び予防給付について、あまり変わらず、月平均人数は１桁台で推移しています。

　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

（予防給付）

供給量 人／年 48 48 48

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 人／年 48 48 48

2

給付費 353 303 210
月平均

人　数 3 3

資料：地域包括ケア「見える化」システム

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（予防給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

24

給付費 4,235 -14.2% 3,632 -30.8% 2,514
年度計

人　数 36 0.0% 36 -33.3%

60

給付費 3,041 19.3% 3,629 2.5% 3,721
年度計

人　数 36 0.0% 36 66.7%

5

給付費 253 302 310
月平均

人　数 3 3

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付）

必要量 人／年 48 48 48

供給量 人／年 48 48 48

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

　　　　高齢者が自宅での生活が維持できるように、必要な情報提供を行い、住宅改修費の有効活用を
　　　促進します。

供給量 人／年 72 72 72

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 人／年 72 72 72

資料：地域包括ケア「見える化」システム
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　　⑪　居宅介護支援、介護予防支援

　　　≪今後の方向とサービス見込み量≫

420

給付費 5,696 5,642 5,283
月平均

人　数 462 448

（介護給付） 単位：人・千円

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

　　　　介護給付については、第７期中は、月平均人数、費用ともに、やや減少傾向にあります。
　　　　予防給付については、平成２９年度から平成３０年度にかけて、通所介護及び訪問介護が介護
　　　予防・日常生活支援総合事業移行しました。介護予防ケアマネジメントに移行したことで、介護
　　　予防支援の件数は、平成２９年度の２３４人からかなり減少はしているものの第７期計画中は、
　　　増加傾向となっています。

824
月平均

人　数 158 178

（予防給付）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度（見込み）

5,040

給付費 68,354 -1.0% 67,703 -6.4% 63,396
年度計

人　数 5,544 -3.0% 5,376 -6.2%

187

給付費 700 785

供給率 ％ 100.0 100.0 100.0

（予防給付）

令和4年度 令和5年度

　　　　第8期においても、自立支援・重度化防止に向けたサービス計画の作成が必要であり、歯科医
　　　師、リハビリ職、管理栄養士などと連携を図りながら質の向上を図ります。

2,244

給付費 8,398 12.1% 9,416 5.1% 9,892
年度計

人　数 1,896 12.7% 2,136 5.1%

必要量 人／年 5,040

供給量 人／年 5,040 5,064 5,112

区　分 単　位

％ 100.0 100.0 100.0

区　分 単　位 令和3年度 令和4年度 令和5年度

必要量 人／年 2,304 2,340 2,340

資料：地域包括ケア「見える化」システム

供給量 人／年 2,304 2,340 2,340

供給率

※　年度計は、３月から翌年２月までの１２か月間の合計。％は前年度増減率

（介護給付）

令和3年度

5,064 5,112
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　（３）居宅サービスの見込み量一覧

　　　

（１）介護予防サービス

（２）地域密着型介護予防サービス

（１）居宅サービス

（２）地域密着型サービス

（３）特定福祉用具販売

（４）住宅改修

（５）居宅介護支援

単位：人／年

　　　　地域密着型サービスを含むすべての居宅サービスの見込み量は、以下のようになります。

令和12年度

0

令和17年度

0

令和22年度

0

令和3年度

0

令和5年度

0

48

地域密着型通所介護

0

24

1,860

訪問看護 720

（介護給付）

12

984

12

0

48

72

（予防給付）

2,304 2,340 2,340 2,292

（３）特定介護予防福祉用具販売 48

12

444

48

72

1,440

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

12

（４）介護予防住宅改修

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防福祉用具貸与

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防通所リハビリテーション

444

48

72

1,512

12 12

令和4年度

0

444

48

72

1,476

12

972

12

令和7年度

0

432

48

72

1,476

12

444

48

72

432

48

72

1,488

12

12

936

12

0

12

0

48

7272

420

48

60

2,316

1,500

12

12

12

12

972

12

0

48

984

1,440

福祉用具貸与

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

12

984

12

0

48

72

0

48

72

984

12

0

48

72

1,320

看護小規模多機能型居宅介護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

72

2,232（５）介護予防支援

192

120

0

1,320

1,848

348

24

2,220

120

介護給付

訪問介護

訪問入浴介護

令和3年度

1,020

12

令和17年度

360

336

0

984

336

0

48

5,040

令和4年度

1,020

12

744

120

804

2,220

60

0

192

60

0

108

696

1,320

1,860

348

24

5,064

1,008

48

48

996

48

1,008

48

48

5,112

令和7年度

996

12

780

120

876

2,220

120

0

204

120

0

令和5年度

1,044

12

780

120

840

1,860

348

24

2,148

360

0

192

4,920

令和12年度

996

12

780

120

924

1,320

1,824

0

192

336

0

972

48

1,320

1,800

336

24

2,148

48 48

4,992

348

24

2,172

360

0

192

1,008

12

780

120

960

1,320

2,328

972

48

48

4,9324,932

0

192

336

0

972

48

1,320

1,836

348

24

2,160

360

令和22年度

1,008

12

780

120

972

48

348
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　（１）計画期間

本計画の計画期間は、令和3年度から令和5年度までとする。

　（２）第4期の検証

①委託している区分変更及び更新

申請に係る認定調査結果の点検

②要介護認定のばらつきの是正に

向けた取り組み

③合議体間の平準化に向けた取り

組み

①ケアプランチェック

②地域ケア会議・自立支援ケアマ

ネジメント部会の充実

①住宅改修等の点検

②福祉用具購入・貸与調査

①縦覧点検

②医療情報との点検

①介護給付費の通知

イ　ケアプラン
　　の点検

ケアプラン件数8,416件
点検件数１９件

縦覧データの確認

地域ケア会議の中でしかプラ
ン点検が行えていない。事業
所との調整を行う職員の確保
と知識向上が必要

介護予防・自立支援ケマネ
ジメント会議
月1回1～２ケース

多職種協働によるケアマ
ネジメント支援を行い、
自立支援に向けたケアプ
ランの作成の充実を図る

本人の自立支援を支援するこ
とを第一義として多職種が意
見を出し合う。

　５．保険者による適正化事業の推進
　　　（第5期松浦市介護給付適正化計画）

主要5事業の取り組み

令和元年 実施方法 課題と改善策

ア　要介護認定
　　の適正化

新規認定件数３４８件
更新認定件数６６８件
　内委託調査件数６件
変更認定件数２０９件
　内委託調査件数５件
いずれも事後点検全件実施

・提出された調査票の点
検
・提出された調査票の点
検
・e-ラーニングシステム
の活用
・調査委員の能力向上研
修会参加
・審査会委員の現認研修
参加

職員不足と資質向上を図って
いく。

　　　これまでの介護保険制度の運営状況をみると、利用者数は増加傾向にあり、介護保険制度は、高齢者の
　　安心を支える制度として着実に定着してきましたが、今後も常にサービスが真に初期の効果をあげている
　　か、不適切なサービスはないかなどの問題意識を持ち続けることが大切です。
　　　団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年、さらには、いわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上となる
　　2040年に向けて、地域の実情にあわせた地域包括ケアシステムを深化・推進していくために、必要な給
　　付を適切に提供するための適正化事業をさらに推進していくことが必要です。
　　　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（平成２９年法律第５２号）
　　により、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部が改正され、介護給付等に要する費用の適正化に
　　関し、取り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めるものです。

エ　縦覧点検・
　　医療情報と
　　の突合

毎月実施、
過誤申立件数4件

・重複請求縦覧チェック
・算定期間回数制限
チェック

毎月実施、
過誤申立なし

事業者への紹介・確認か
ら過誤申立書の作成・過
誤処理までを委託

ウ　住宅改修等
　　の点検

住宅改修件数70件
事前申請時のリハビリ
　専門職関与件数０件
事前訪問調査件数１件
事後訪問調査件数１件

高額・複雑な改修につい
ては、訪問して確認

担当ケアマネと写真や電話で
の確認が多い。職員の不足に
より訪問調査が難しい。

福祉用具総数3,174件
内調査件数96件

貸与品目の単位数の把握

ケアマネとの確認でも、気に
なるところは訪問調査を行う
ようにしているが、職員不足
により訪問調査が難しい。

オ　介護給付費
　　通知

3月と9月に実施 年2回に分けて通知
給付状況は通知しているが、
Q&Aや自己点検リスト等の
同封までには至っていない。
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①介護給付適正化システムにおける給付実績の活用

①指導・監査に関する取組

②苦情・通報情報の適切な把握及び分析

③制度の周知・広報

　（３）主要5事業の取扱い

　　

①要介護認定の適正化

（認定審査体制）

（認定調査体制）

実績なし
国保連適正化システム出
力データの積極的活用

事業所に訪問しての実地指導
ができていない。

指導・監査に関する取り組み

令和元年 実施方法 課題と改善策

その他の事業

令和元年 実施方法 課題と改善策

便利帳の作成・ホームペー
ジへの掲載、周知

便利帳の作成・ホーム
ページへの掲載、周知

分かりやすい媒体の作成

運営  松浦市単独実施

委員数  ２０人以内（条例上）

実績なし
事業者に対する指導・助
言、適切な指導監査

人事異動等職員の経験不足に
より実施できていない

苦情・通報への適切な対応 説明能力の向上を図る。

　　　第４期適正化計画の検証結果等を踏まえ、引き続き「要介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、
　　「住宅改修等の点検」、「医療情報との突合・縦覧点検」、「介護給付費通知」の主要５事業を柱としつ
　　つ、より具体性、実効性のあるものに見直しを図ります。

　　　要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容について市職員が訪問し又は書面等の審査を
　　通じて点検することにより、適切かつ公平な要介護認定の確保を図ります。指定居宅介護支援事業所等に
　　委託している区分変更申請及び更新申請に係る認定調査の結果について、保険者による点検等を実施しま
　　す。介護認定審査会委員の選任については、医療職や在宅及び施設における介護現場従事者など保健・医
　　療・福祉・介護の幅広い専門職種から選任し、バランスのとれた審査判定体制を設けています。
 　　　要介護認定の申請者に対しては、要介護認定の仕組みや認定結果について、情報を提供するとともに、
　　十分な説明を行うことで、適正な介護認定を確保していきます。

開催回数  毎月５回程度

開催頻度
 　予定審査件数の処理及び出席委員の負担等を勘案し、３合議体で

 月に５回の開催とする。

開催会場  松浦市役所

合議体  ３合議体

１合議体委員数  合議体長　１人、委員数　３人、定足数　３人

委員の構成  医療分野（医師）６人、福祉分野（施設職員）９人　　計１５人

１回当たりの審査件数  約３０件～３５件

認定調査員数  看護師　1人、介護福祉士　1人、社会福祉士　1人　　計3人

－ 60 －



（要介護（要支援）認定者数実績及び見込み）

（認定調査の外部委託の実績）

16 件（居宅介護事業所 件、地方自治体件 ）

16 件（居宅介護事業所 件、地方自治体件 ）

18 件（居宅介護事業所 件、地方自治体件 ）

　≪取り組み≫

　　　○　ｅ－ラーニングシステムの活用　　○　１～２か月置きの職場内研修

　　　○　認定調査能員能力向上研修会への参加

　　（認定審査会委員）

　　　○　認定審査会委員現任研修への参加

　②ケアプランの点検

　≪取り組み≫

　③住宅改修等の点検

　ⅰ）　住宅改修の点検

令和５年度

認定者数 1,442 1,456 1,464 1,466

単位：件

年　度 令和元年度 令和2年度 令和4年度令和3年度

1,455

令和元年度 8 10

令和3年度 令和4年度

平成２９年度 6 10

平成３０年度 6 10

　　　一次判定から二次判定の軽重度変更率の地域差及び保険者内の合議体間の差等について分析を行
　　い、また、認定調査項目別の選択状況について、全国の保険者と比較した分析等を行い、要介護認
　　定調査の平準化に向けた取り組みを実施します。
　　　市直営での認定調査、公平・公正で適切な認定審査会の実施のため、認定調査員及び認定審査会
　　委員の資質向上を図ります。

　　（認定調査員）

　　　介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容について事業者に
　　資料提出を求め、市職員等の第三者が個々の受給者が真に必要とするサービスであるかを点検し、その状
　　態に適合していない場合は、適合していないサービス提供を改善します。

　　　ケアプラン分析データを活用・分析し、視点を定めた点検項目を設定することで、市内事業所の抱える
　　課題解決につなげます。

　　　受給者から居宅介護住宅改修費の申請を受け、改修工事を施工する前に受給者宅の実態確認又は工事見
　　積書の点検を行うとともに、竣工後に訪問又は竣工写真等により、適切な住宅改修の施工状況等を点検し
　　ます。
　　　施工前の点検の際は、改修費が高額と考えられるもの、改修規模が大きく複雑であるもの、提出書類や
　　写真からは現状がわかりにくいケース等に特に留意しながら、必要に応じ、理学療法士、作業療法士等の
　　リハビリ専門職種等の協力を得て、点検を推進します。

≪取り組み≫

令和５年度

2件 2件 2件

2件 2件 2件

年　　　度

事前申請へのリハビリ専門職等の関与件数

訪問による現状確認件数
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　ⅱ）　福祉用具購入・貸与調査

　④　縦覧点検・医療情報との突合

　ⅰ）　縦覧点検

　≪取り組み≫

　　縦覧点検において有効性が高い帳票の点検

　　○　重複請求縦覧チェック　　○　算定期間回数制限チェック

　　○　居宅介護支援請求におけるサービス実施状況

　ⅱ）　医療情報との突合

　≪取り組み≫

　⑤　介護給付費通知

　　○　通知の範囲を効果の期待できる対象者・対象サービスに絞り込みます。

　　○　サービスを見直す節目となる認定の更新・変更の時期等受給者の理解が求やすい適切な時期を

　　　考慮します。　

　　○　説明文書やＱ＆Ａまた自己点検リストの同封、居宅介護支援事業所の介護支援専門員による説

　　　明等受け取った受給者が分かり易い内容の通知を作成します。

　　○　ケアプランや提供されているサービスを受給者の状況と照らし合わせ、妥当性を評価します。

　　○　事業者や事業者団体への周知等事業者の協力と理解を求めるための工夫を行います。

　（４）その他の事業

　①　適正化システムの活用

　②　地域ケア会議・自立支援ケアマネジメント部会の充実

　　　国保連の適正化システムから出力されるデータで、優先度が高く、また活用しやすい帳票から積極的に
　　活用します。

　　　介護支援専門員が抱える支援困難なケース等について、地域包括支援センターが中心となって医療・介
　　護の多職種が協働してケアマネジメント支援を行っていることから、地域における自立支援に向けた適正
　　なケアプラン作成の充実を図ります。

　≪取り組み≫

　　　福祉用具の必要性や利用状況等について、不適切又は不要な福祉用具購入・貸与がないよう点検し、受
　　給者の身体の状態に応じた福祉用具の利用を推進します。
　　　適正化システムの活用により、利用者の身体状況と利用状況を比較し過剰なサービスとなっていないか
　　を確認します。

　　　受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払い状況を確認し、提供されたサービスの整合性、算定回
　　数・算定日数等の点検を行い、請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行います。

　　　受給者の後期高齢者医療保険や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提
　　供されたサービスの整合性の点検を行い、医療と介護の重複請求を防止します。

　　　保険者から受給者（家族を含む）に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等につい
　　て通知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と提供を普及啓発するとともに、
　　自ら受けているサービスを改めて確認し、適切な請求に向けた抑制効果を高めます。
　　　サービスに要する費用を受給者に通知する際、単に通知するだけでなく、効果が上がる通知方法で実施
　　します。

　　　保険者から国保連に対して、事業者への照会・確認から過誤申立書の作成・過誤処理までを委託し、改
　　善を図ります。
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　③　サービス事業者への指導・助言

　④　地域包括ケア「見える化」システムの活用

　　　保険者は、利用者に対する適切なサービスが提供されるよう、適宜、事業者に対する指導・助言を行う
　　とともに、事業者による主体的な研修や事例研究、情報交換等を促進するため、事業者の自主的な取り組
　　みである事業者連絡協議会や各サービス種別毎の連絡会の活動に対する支援に努めます。また、市が指定
　　・指導権限を有する事業者への立ち入り調査権限を活用し、適切な指導監督を行います。

　　　「見える化」システムの活用により、全国平均、都道府県平均、他保険者等との比較や時系比較を行い
　　保険者自身が自己分析を行うことで、重点的に取り組むべき分野等を明確にしていきます。

－ 63 －



　　　①　離島介護サービス支援事業の内容

　　　　○　送迎支援・・・島民が負担する乗船料

　　　　　　　　　　　　　事業者が負担する乗船料（フェリーは別途協議）

　　　　○　加算支援・・・島内での待機時間を考慮して、当該介護サービスに係る単価の

　　　　　　　　　　　　１５％分を助成（基本のサービス対価は介護保険より給付）

　６．市町村特別給付

（第7期実績（見込）） 単位：千円

青　島 飛　島 黒　島

　　　　　本事業の対象者は、青島、黒島、飛島に居住されている方で、離島における居宅サービス、
　　　　介護予防・日常生活支援総合事業若しくは島外のサービスの利用を支援するため、島民及び居
　　　　宅サービス等事業者に対し、渡航費の助成及び介護サービスに要する費用の加算を行い、介護
　　　　サービスの受けやすい環境を整備します。

2年度

短期入所 0 0 0 0 0 0

サービスの種類 元年度 2年度 元年度 2年度 元年度

0

通所介護 0 0 0 0 0 0

訪問介護 40 10 0 0 0

0

通所型独自サービス 0 0 0 0 0 0

居宅介護支援 70 80 0 0 0

0

訪問看護 78 90 0 0 0 0

福祉用具貸与 15 10 0 3 0

0

（第8期計画） 単位：千円

令和3年度 令和4年度 令和5年度

計 203 125 0 3 0

見込額 330 330 332

　　　介護保険法第１８条（保険給付の種類）第３号及び第６２条（市町村特別給付）によるもので、
　　第１号被保険者の保険料を財源として、法律で定められた保険給付以外の独自の給付です。
　　　内容は、条例で定めます。
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　　保険料段階区分及び保険料率の設定について

　　・　第１段階・・・新たに別枠で公費を投入し、標準の率０．５を０．３に軽減し、

　　　　　　　　　　低所得者層への負担緩和措置を図ります。

　　・　第２段階・・・新たに別枠で公費を投入し、弾力化による０．６５を０．５に軽減します。

　　・　第３段階・・・新たに別枠で公費を投入し、弾力化による０．７５を０．７に軽減します。

　　・　第７段階・・・弾力化により１．３０から１．２５に軽減します。

　　・　第９段階・・・弾力化により１．５０から１．４０に軽減します。

　　（＊）弾力化・・・国が定める保険料率の標準的な９段階の設定を１１段階に増やし、

　　　　　　　　　　基準額に対する割合を細分化することで、保険料の負担緩和措置等を

　　　　　　　　　　行うこと。

　（１）保険給付費と地域支援事業費

　　　①　保険給付費

　　　②　地域支援事業費

単位：千円・件

区　分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 合　計

　７．介護保険事業費の見込み及び介護保険料の設定

 総給付費 2,432,715 2,517,741 2,525,311 7,475,767

 特定入所者介護サービス等給付費 122,681 113,945 114,625 351,251

 高額介護サービス費等給付費 61,268 60,878 60,696 182,842

 高額医療合算介護サービス費等給付費 6,308 6,282 6,264 18,854

 算定対象審査支払手数料 1,908 1,913 1,924 5,745

 審査支払手数料支払件数 25,793 25,845 26,000

単位：千円

区　分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 合　計

77,638

 標準給付費見込額 2,624,880 2,700,759 2,708,820 8,034,459

計 151,277 156,116 157,659 465,052

 介護予防・日常生活支援総合事業 87,998 92,731 94,275 275,004

 包括的支援事業・任意事業 63,279 63,385 63,384 190,048

　　　令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料の基準額を６８，４００円
　　　（月額５，７００円）に定めます。

　　　第８期（令和３年度から令和５年度）に係る第１号被保険者の介護保険料額については、第８期
　　計画期間の３年間の標準給付見込み額を80億3千4百万円、地域支援事業費を４億６千５百万円、
　　市町村特別給付費992千円で、計85億円と推計しており、それから算出される第１号被保険者の
　　介護保険料の基準月額は、弾力化（＊）を行った場合６，１６１円となります。これは、第７期の
　　基準額５，５９２円と比較をすると、5６９円（10.2％）の負担増となります。このことから、第
　　１号被保険者の負担を軽減するため、これまでに積み立てた介護給付費準備基金を一部取り崩し、
　　基準月額を５，７００円（年額６８，４００円）に設定します。
　　　なお、今後の介護報酬改定に伴う上昇額のうち保険料に係る分についても、介護給付費準備基金
　　により対応します。
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　（２）第８期（令和３年度～５年度）の段階別の保険料

保険料段階
保　　険　　料

月　　額 年　　額

第１段階　　　　　 1,710 円 20,520 円

第２段階　　　　　 2,850 円 34,200 円

第３段階　　　　　 3,990 円 47,880 円

第４段階　　　　　 5,130 円 61,560 円

第５段階（基準額） 5,700 円 68,400 円

第６段階　　　　　 6,840 円 82,080 円

第７段階　　　　　 7,125 円 85,500 円

第８段階　　　　　 7,410 円 88,920 円

第９段階　　　　　 7,980 円 95,760 円

第１０段階　　　　 8,550 円 102,600 円

第１１段階　　　　 9,690 円 116,280 円

（）内の数値は、

　８０万円以下の人 公費負担前の率

第２段階

・　本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額＋合計所得金額が
基準額 × 0.50

　　　（0.65）
　８０万円を超え１２０万円以下の人

　（３）保険料の段階区分と保険料率

区　分 所　得　段　階 保　険　料

第１段階

・　被保護者 基準額 × 0.30

・　老齢福祉年金の受給者で本人及び世帯全員が住民税非課税の場合 　　　　（0.50）

・　本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額＋合計所得金額が

第５段階
・　本人が住民税非課税（世帯内に住民税非課税者がいる場合）で、課税

基準額 × 1.00
　年金収入＋合計所得金額が８０万円を超える人

第６段階 ・　本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円未満の人 基準額 × 1.20

第３段階

・　本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額＋合計所得金額が
基準額 × 0.70

　　　（0.75）
　１２０万円を超える人

第４段階
・　本人が住民税非課税（世帯内に住民税非課税者がいる場合）で、課税

基準額 × 0.90
　年金収入＋合計所得金額が８０万円以下の人

第９段階 ・　本人が住民税課税で合計所得金額が１９０万円以上２１０万円未満の人 基準額 × 1.40

第１０段階 ・　本人が住民税課税で合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の人 基準額 × 1.50

第７段階 ・　本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円以上１２５万円未満の人 基準額 × 1.25

第８段階 ・　本人が住民税課税で合計所得金額が１２５万円以上１９０万円未満の人 基準額 × 1.30

第１１段階 ・　本人が住民税課税で合計所得金額が３２０万円以上の人 基準額 × 1.70
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令和３～５年 令和６～８年 令和９～11年 令和１６～１８年

保険料段階
保険料基準額(月額）

第７期

　介護保険料については、今後も高くなることが予想されます。介護給付費準備基金の残高を見な
がら、急激な保険料増加とならないように、段階的に基金を投入していきます。
 第8期の保険料率に基づいて、介護保険料基準額(月額)の将来推計を示しています。
　なお、第12期以降については、基金の投入を見込んでいません。

第9期 第10期 第12期 第14期

第５段階（基準額）

第６段階　　　　　

第７段階　　　　　

第８段階　　　　　

5,592

6,710

6,990

7,269

第３段階　　　　　

第４段階　　　　　

3,914

5,033

5,822

7,485

第１段階　　　　

第２段階　　　　　

1,678

2,796

令和22～25年

　（４）保険料基準額（月額）の将来推計値

第９段階　　　　　

第１０段階　　　　　

第１１段階　　　　　

6,213

7,828

8,388

9,506

第8期

1,710

2,850

3,990

5,130

6,161

5,700

6,840

9,690

8,550

1,778

2,964

4,150

5,335

6,717

△ 789

5,928

7,114

7,410 10,156

7,706

8,299

8,892

10,078

△ 461

7,125

14,139

8,553

8,895

9,579

10,263

11,631

10,563

11,375

12,188

13,813

△ 726

10,396

10,812

11,644

12,476

7,410

7,980

2,053

3,421

4,789

6,158

8,317

0

8,317

9,980

(介護給付費準備基金投入額） △ 621

7,569

6,842

8,210

2,495

4,159

(介護給付費準備基金投入前）

2,438

4,063

5,688

7,313

8,125

0

8,125

9,750

令和22年度（２０４０年）の保険料

本計画は、いわゆる団塊ジュニア世代が６５歳を迎え日本の高齢者人口がピークとなる

令和２２年（2040年）を見据えたものにすることが求められています。

本市の高齢者人口は、すでにピークに達しており、今後徐々に減少していくことが予測

されますが、高齢者を支える若い世代の減少率がさらに上回っているため、令和22年

（2040年）における介護保険料は、これまでよりさらに高くなることが想定されま

す。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和2年（2020) 令和7年(2025) 令和12年(2030) 令和17年(2035) 令和22年(2040)

松浦市の人口の推移

年少人口 生産年齢人口 老年人口

21,402

19,544

17,767

16,034
14,358
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　（５）介護保険給付費の財源構成

　　　　※　施設等給付費とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施

　　　　　設、介護医療院、特定施設入居者生活介護にかかる給付費であり、それ以外の給

　　　　　付費は居宅給付費です。

　　　　※　公費のうち国の調整交付金は市町村間の第１号被保険者の保険料格差を是正す

　　　　　るために交付されるものであり、第１号被保険者に占める後期高齢者（７５歳以

　　　　　上の方）の割合や所得分布の状況により変動する仕組みとなっています。

　　　　介護保険事業は、必要な法定サービスに係る給付費は、サービス利用時の利用者負担を除き、
　　　５０％を保険料、５０％を公費で負担します。第８期計画期間（令和３～５年度）においても、
　　　第１号被保険者（６５歳以上の方）に保険給付費の２３％を保険料として負担していただきま
　　　す。

23.0%

27.0%
20.0%

5.0%

12.5%

12.5%

居宅給付費の財源構成
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保
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23.0%

27.0%

15.0%

5.0%

17.5%

12.5%

施設等給付費の財源構成

第１号被保険者の保険料

第２号被保険者の保険料

国

調整交付金

県

市

公

費
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険

料
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　（６）地域支援事業費の財源構成

　　　①　介護予防・日常生活支援総合事業

　　　②　包括的支援事業・任意事業

　　　　※　公費のうち国の調整交付金は市町村間の第１号被保険者の保険料格差を是正す
　　　　　るために交付されるものであり、第１号被保険者に占める後期高齢者（７５歳以
　　　　　上の方）の割合や所得分布の状況により変動する仕組みとなっています。

　　　　　介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用は、５０％を保険料、５０％を公費で負担し
　　　　ます。第１号被保険者には、全体の２３％を負担していただきます。

　　　　　包括的支援事業・任意事業に要する費用は、２３％を第１号被保険者の保険料、７７％を公
　　　　費で負担します。

23.0%

27.0%
20.0%

5.0%

12.5%

12.5%

介護予防・日常生活支援総合事業の財源構成
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23.0%

38.5%

19.25%

19.25%

包括的支援事業・任意事業の財源構成
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