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第４章 施策の推進 

～『支援の必要な人に必要な支援が行き届き、 

高齢者がいきいき活躍できるまち』～ 
 

１．地域ネットワークの充実と社会参加の推進 

 

介護や介護予防、生活支援、医療、住まいが一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの理念を普遍化し、高齢者のみならず、障害者や子どもなど生活上の困難を抱え

る人が地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住民による支え合い

と公的支援とが連動し、地域を総合的・包括的に支える支援体制を構築し、切れ目の

ない支援の実現に向け、生活上の困難を抱える人を地域全体で支えるための各種取組

みを推進します。 

 

（１）地域包括支援センターの機能強化 
① 基本的な考え方 

誰もが安心して地域で暮らせる「共生のまちづくり」の実現に向けて、高齢

者や障害者、子どもなど生活上の困難を抱える状態にある市民に対して、地域

住民による支え合いと公的支援とが連動し、総合的・包括的に支える支援体制

の構築を図る必要があります。そのため、平成 30 年（2018 年）４月から、市

社会福祉協議会による一体的な組織体制のもとで、市内６か所において地域包

括支援センターの機能を強化した「地域総合支援センター」の運用を開始しま

す。 

地域総合支援センターでは、保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員等の

専門職による障害者や高齢者、子ども等の総合的・包括的な、更生支援（罪を

犯した人等の社会復帰支援）を含む相談支援、地域の支え合い体制の構築等、

地域福祉の充実について一体的な取組みを推進していきます。また、現状では

適切な制度やサービスを受けることができない、生活のしづらさを抱えた人を

捉え、「たらい回しをされる」といった事態が生じないよう、包括的に受け止

める総合的な相談支援体制の構築を図ります。さらに、これまで埋没していた

触法の問題の顕在化や、支援対象者の地域での見守りの強化を図ります。 
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② 主な取組み 

≪多機関の協働による包括的支援体制の構築≫ 

地域総合支援センターに配置される総合相談支援員（※）が中心となり、複

合的な課題を抱える相談者等を支援するため、相談者等が抱える課題の把握や、

行動計画の作成、相談支援機関等との連絡調整、相談支援機関等による支援の

実施状況の把握や支援内容等に関する指導・助言、その他相談者等の自立を支

援する上で必要な支援を行います。 

 

※総合相談支援員は、社会福祉士等の相談援助に関わる資格取得者や、福祉分

野における相談支援機関で実務経験を有する者など、相談支援機関等を適切

にコーディネートできる能力を有する者。 

 

≪総合相談≫ 

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、どのような支援

が必要かを把握し、地域における適切なサービスや関係機関、制度の利用につ

なげるなどの支援を行います。 

 

≪権利擁護≫ 

権利の侵害を受けやすい高齢者などが、地域で安心して尊厳のある生活を送

ることができるよう、権利侵害の予防や対応を専門的に行います。 

 

≪包括的・継続的ケアマネジメント支援≫ 

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、個々の高齢者の

状態や変化に応じた包括的・継続的ケアマネジメントを介護支援専門員が実践

することができるよう、介護・医療サービスのネットワークなどの基盤を整え

るとともに、個々の介護支援専門員への支援を行います。 

 

≪介護予防ケアマネジメント事業費の支給≫ 

要支援者等が介護予防等を目的として、その心身の状況、置かれている環境

等に応じて、自らの選択に基づき、介護予防事業その他、要支援者等の状態等

にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行

います。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延利用件数（件） 30,086 31,590 33,170 

 

≪地域総合支援センター運営協議会≫ 

地域総合支援センターの設置にあわせて、「地域包括支援センター運営協議会」

を「地域総合支援センター運営協議会」に名称を改め、地域総合支援センター

運営業務の評価を行い、公正かつ中立な運営の確保を図ります。  
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（２）介護予防と自立支援の推進 
① 基本的な考え方 

年齢や心身の状況などによって分け隔てることなく、人と人とのつながりを

通じて、住民自身が運営する体操や、閉じこもり予防などの活動、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、要介護状態になっても生き

がいや役割をもって生活できる地域の実現を目指します。また、今後高齢者が

地域において健康で自立した生活を送るためには、地域住民、事業者、保険者

である市などの関係者の間で、介護保険の自立支援や介護予防といった理念や、

高齢者自らが介護予防に取り組むといった基本的な考え方、地域づくりの方向

性などを共有するとともに、多職種の専門的視点を活用しながら自立支援に向

けた介護予防ケアマネジメント支援に取組みます。 

 

② 主な取組み 

≪訪問型サービス費の支給≫ 

要支援認定者・事業対象者に対し訪問型サービス（「予防専門訪問型サービス」

（現行相当サービス）・「生活援助訪問型サービス」（サービスＡ））を提供し、

要支援者等の生活支援などを行います。また、生活援助訪問型サービスについ

ては、その担い手を確保するため、定期的に養成研修を開催したり、既存の訪

問介護事業所以外の主体による実施の検討を行います。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延利用件数（件） 22,954 23,413 23,881 

 

≪通所型サービス費の支給≫ 

要支援認定者・事業対象者に対し通所型サービス（「予防専門通所型サービス」

（現行相当サービス）・「再見！生活プログラム」（サービスＣ））を提供し、要

支援者等の生活支援などを行います。また、「再見！生活プログラム」について

は、自立を目指すサービスとしての実行力を高めるとともに、その受け皿とし

て、自主グループ活動支援等の充実を並行して進めます。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延利用件数（件） 24,702 26,629 28,706 

 

≪介護予防の把握≫ 

介護予防の普及啓発を通じて、介護予防の取組みを必要とする高齢者を把握

し、介護予防事業への参加につなげます。 
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≪介護予防の普及啓発≫ 

地域の介護予防力強化のため、地域の高齢者を対象に、介護予防教室等の取

組みを通じて介護予防に関する知識の普及啓発を行います。また、地域総合支

援センターが、地域の集会所等において「いきいき！元気アップ教室」を開催

し、自主グループの立ち上げを支援するとともに、その活動の定着の支援を行

います。 

 

≪自主グループ活動の支援≫ 

介護予防活動を目的に自主活動を行っているグループ（自主グループ）の育

成支援や継続支援を行うため、市の健康運動指導士等を派遣し、１グループ４、

５回程度の指導を行います。また、住民運営の通いの場へのリハビリテーショ

ン専門職（理学療法士や作業療法士、言語聴覚士）の関与を推進するため、自

主グループに対し、リハビリテーション専門職を派遣することにより、住民運

営の通いの場等を充実させ、地域における介護予防等の取組みの強化を図りま

す。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

グループ数 100 120 140 

 

≪シニア活動の応援≫ 

地域住民が身近で気軽に集まることのできる居場所の整備等に対して補助金

を交付することにより、高齢者が住み慣れた地域で健康でいきいきとした生活

を送ることができるよう、地域住民が自由に集い、交流することを通じて、高

齢者の閉じこもりや地域からの孤立を防止するとともに、地域における支え合

い体制の構築を応援します。 

 

≪一般介護予防事業の評価≫ 

地域づくりの観点から、一般介護予防事業を評価し、その評価結果に基づき、

より効果的な介護予防に資する事業展開につなげます。 

 

≪自立支援型ケアマネジメント会議≫ 

要支援者等軽度者のＱＯＬ（生活の質）の向上を目指し、個別事例の検討を

通じて、多職種協働による専門的かつ多角的な視点によるケアマネジメント支

援を行うことにより、軽度者の生活機能の維持・改善を図るとともに地域課題

の抽出を行います。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

開催回数（回） 24 24 24 
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（３）地域ケア会議の推進 
地域総合支援センターを設置することにあわせて、要援護者地域包括ケアシス

テムを再編します。再編にあたっては、本市がこれまで培ってきた医療と介護と

の連携や多職種協働による課題解決等の既存のネットワークを活用した要援護者

地域包括ケアシステムの取組みを活かしつつ、「共生のまちづくり」の実現に向け、

地域ケア会議の充実を図り、自立支援型ケアマネジメント会議での多職種協働に

よるケアマネジメント支援や重層的なネットワークの構築を目指します。 

 

（４）在宅医療・介護連携の推進 
① 基本的な考え方 

医療と介護の両方のサービスを必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、介護サービス

事業者と医療機関などの関係者との連携のさらなる推進を図ります。 

 

② 主な取組み 

≪在宅医療・介護連携の推進≫ 

地域総合支援センターに在宅医療・介護の連携を支援する人材を配置し、地

域の介護・医療関係者等からの在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受け

付けるほか、必要に応じて、退院の際の地域の介護関係者と医療関係者の連絡

調整や、患者やその家族の要望を踏まえた地域の介護サービス事業所や医療機

関等の紹介を行います。また、地域のケアマネジャー等の介護職や看護師等の

医療職との連携強化を図る多職種連携学習会を開催し、顔の見える関係づくり

を促進します。 

 

（５）在宅での生活支援 
① 基本的な考え方 

要援護高齢者やその人を介護する家族にとって、在宅での生活を送るうえで

様々な不便や支障が考えられます。住み慣れた自宅で生活できるよう、本人や

介護にあたる家族の介護負担を軽減できるよう支援します。 

 

② 主な取組み 

≪在宅介護の推進≫ 

要援護高齢者の在宅介護を推進するため、公共交通機関が利用できない在宅

高齢者の経済的な負担の軽減を図る外出支援（タクシー利用券の交付）や介護

用品の支給、認知症等により防火などの配慮が必要な高齢者の火災予防を図る

日常生活用具の給付、徘徊行動のある認知症高齢者を介護している家族に対す

る居場所検索用端末機の貸出などを行います。 
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（６）高齢者の住まいの安定確保 
① 基本的な考え方 

地域で生活を続けていけるよう、虚弱やひとり暮らしなど見守りや生活支援

が必要な高齢者や、介護や支援が必要となり在宅生活が困難となった高齢者が、

状況に応じて入居できるよう、また可能な限り在宅での生活を続けていけるよ

う、高齢者の住環境の整備や支援を行います。 

 

② 主な取組み 

≪高齢者に配慮した住まいの確保≫ 

地域密着型特別養護老人ホームや認知症グループホーム等の施設整備（介護

保険施設等の整備計画は P76）を重点的に進め、住宅施策所管部署と連携し、

サービス付高齢者向け住宅やシルバーハウジングなど、高齢者に配慮した住環

境を整えるとともに、住宅セーフティネット制度に登録された民間賃貸住宅の

情報提供など、高齢者の状況に応じて入居できるよう住宅確保に対する支援を

行います。 

 

≪住まいへの支援≫ 

要介護認定等を受けた高齢者が、その居住する住宅でいつまでも安心して自

立した生活を送るため、住宅改造に係る費用の助成を継続して行います。 
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２．認知症高齢者や家族への支援の充実 

 

団塊の世代が 75歳以上となる平成 37年（2025年）を見据え、認知症の人の意思が

尊重され、認知症の人やその家族が、安心してその人らしく暮らし続けていけるまち

を目指し「認知症 地域で支える やさしい明石」をスローガンに施策を総合的に推

進します。 

 

（１）予防・早期発見の推進 
① 基本的な考え方 

認知症は、早期発見、早期診断、早期対応することで、進行を遅らせたり、

症状を軽くすることが可能になり、放置しておくより、長くＱＯＬ（生活の質）

を保つことができると言われており、予防・早期発見の推進に取組んでいきま

す。 

 

② 主な取組み 

≪早期発見・早期対応への支援≫ 

認知症検診を実施し、認知機能低下のおそれのある方には、医療機関を受診

していただき、早期対応に繋がるよう、認知症の診断にかかる費用を助成しま

す。 

 

≪認知症自己チェックシートの活用≫ 

認知症の可能性について簡単に自己チェックできるシートを活用し、早期発

見・早期対応に繋げていきます。 

 

≪認知症アセスメントシートの活用≫ 

地域総合支援センター職員が医療連携時や、認知症の症状観察等の際に、ア

セスメントシートを活用し、客観的な情報収集や適切な現状分析を行い認知症

の人を地域で包括的に支援していきます。 

 

≪認知症予防教室の開催≫ 

早期から認知症予防に取組むことで、認知症の発症や進行を遅らせることが

可能と言われています。認知症についての正しい知識や認知症予防に役立つ体

操や食生活について講座等を開催します。 

 

≪認知症相談（精神保健相談）の実施≫ 

認知症や認知症が疑われる人に、専門医師、保健師（地域総合支援センター

等）、市のケースワーカー等が訪問し、相談や保健福祉サービスの紹介を行い、

場合によっては認知症初期集中支援チームにつなげます。  
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≪認知症予防検診との連動≫ 

概ね月２回の頻度で、医師会館にて認知症の早期発見・早期治療を推進する

ため、認知症や認知症の疑いがある人の検診を実施し、場合によっては認知症

初期集中支援チームにつないでいきます。 

 

≪認知症啓発≫ 

認知症についての正しい理解を深めるために、９月を認知症啓発推進月間と

し、「知る、予防する、支え合う」をテーマに、関係機関の協力を得ながら、各

種イベント等を集中的に実施し、認知症の啓発を推進します。 

 

≪認知症ケアパスの活用≫ 

認知症の人や家族の先行きの不安を少しでも解消し、認知症になっても、住

み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていくため、また、認知症の予防のため

に、認知症の進行に合わせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを

受けることができるのかなどをまとめたガイドブック「認知症のキホン」の制

作、普及を図ります。 

 

（２）医療・介護体制の充実 
① 基本的な考え方 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らしていくためには、いち早く認知症

の人を適正な医療や介護サービスにつなげていけるような取組みが必要です。 

特に、介入拒否や支援者不在等の困難事例の場合に対しても、状況に応じて

適切な医療や介護サービスにつなげていけるよう、医療と介護が連携して取組

みます。 

 

② 主な取組み 

≪認知症ケアパスの活用≫ 

医師会との連携のもと、認知症に関する患者の相談にのることができる医療

機関や、認知症の診断やその治療方針を決定することができる医療機関を認知

症ケアパスに示し、認知症の人や家族だけでなく、医療、介護関係者も活用す

ることで適切な医療、介護サービスにつなげていきます。 

 

≪認知症初期集中支援チームの活動≫ 

認知症の人や認知症が疑われる人に、早い段階で複数の専門職（医師、保健

師、看護師、社会福祉士等）が家庭を訪問し、本人や家族に集中的に（概ね６

か月）支援を行い、適切な医療や介護サービスにつなげていきます。 

 

≪認知症相談（精神保健相談）の実施≫ 

（再掲 Ｐ42） 
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≪認知症予防検診との連動≫ 

（再掲 Ｐ43） 

 

（３）地域支援体制の充実 
① 基本的な考え方 

高齢者の増加に伴い、認知症に関する相談内容も多様化、複雑化しており、

それらに適切に対応できるよう取組みます。また、住み慣れた地域で暮らして

いくために、周りの人が認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族

を温かく見守れるような体制づくりに取組みます。 

 

② 主な取組み 

≪相談体制の充実≫ 

認知症について市民が気軽に相談できるよう、地域総合支援センターや認知

症総合相談窓口等で、介護や医療等に関する相談に対応します。 

 

≪認知症サポーター、キャラバン・メイトの養成≫ 

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人やその家族を温か

く見守る応援者である認知症サポーターやその講師役であるキャラバン・メイ

トを養成するための認知症サポーター養成講座やキャラバン・メイト養成講座

研修を実施します。さらに認知症サポーターに対しステップアップ講座を開催

し、活躍の場を広げられるよう支援します。 

 

≪認知症地域支援推進員の配置≫ 

認知症地域支援推進員が、認知症施策のコーディネート役を担ったり、認知

症カフェの立ち上げや運営の支援等、認知症対応力向上のための支援等を行い

ます。 

 

≪市民後見人の養成等≫ 

認知症などで判断能力が十分でない人の権利や財産を守るための後見人を、

同じ地域に住む市民が身近な立場から後見人となって支援できる仕組みを整備

するため、養成研修を実施します。 

 

（４）見守り・生活支援、家族支援の充実 
① 基本的な考え方 

認知症の人の居場所づくりや安全対策の充実、見守り体制の充実に取組みま

す。また、認知症の人への支援だけでなく、介護している家族等の身体的・精

神的負担の軽減につながるよう支援します。 
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② 主な取組み 

≪見守りＳＯＳネットワーク事業との連携≫ 

市社会福祉協議会が行っている見守りＳＯＳネットワーク事業との連携を図

り、高齢者が徘徊した際には、早期発見、保護につなげられるよう協力するほ

か、徘徊高齢者模擬訓練に参加し、対応力や連携の強化に努めます。 

 

≪居場所検索用端末機（ＧＰＳ）の貸出≫ 

徘徊行動のある認知症高齢者を介護している家族に居場所検索用端末機（Ｇ

ＰＳ）を貸出し、早期発見できるよう支援します。 

 

≪高齢者見守りネットワークの充実≫ 

事業活動を通じて高齢者と接する機会の多い民間事業者の協力のもと、高齢

者見守り協定を結び、高齢者の異変を早期に発見し、住み慣れた地域で安全に

安心して生活することができるよう、相互に連携を行い、地域での見守り体制

の充実を図っていきます。特に徘徊高齢者を早期に発見できるよう金融機関や

商店等との協定に取組みます。 

 

≪日常生活用具の給付≫ 

認知症のひとり暮らし高齢者等の火災を防ぐために、電磁調理器、火災警報

器、自動消火器を給付します。 

 

≪ショートステイの活用≫ 

認知症の方を介護する家族の負担を軽減するため、家族が急病等やむを得な

い事情で介護を継続することが困難な場合に、特別養護老人ホームのショート

ステイを利用できる環境を整備します。 

 

≪家族介護用品の支給≫ 

在宅で生活する認知症やねたきり等の高齢者の家族に、紙おむつ等の介護用

品等を支給し在宅生活を支援します。 

 

≪認知症カフェの推進≫ 

認知症の人やその家族、医療や介護の専門職、地域の人など、誰もが気軽に

参加でき、認知症の人やその家族同士がお茶や軽食をとりながら情報交換でき

る認知症カフェの設置支援や運営費等を助成します。 

 

≪認知症ケアパスの活用≫ 

（再掲 Ｐ43） 
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≪家族介護支援講座の開催≫ 

認知症患者を抱える家族向けに、少しでも介護負担が軽くなるよう、認知症

の人への接し方や対応方法等について講座を開催します。 

 

≪認知症家族会への支援≫ 

認知症高齢者を介護している家族や介護経験者等が集い、介護体験の交流を

行い、互いに励まし合うとともに助言や情報の提供を行える場の会場調整や、

会の進行補助等の支援を行います。 

 

（５）若年性認知症施策の推進 
① 基本的な考え方 

若年性認知症とは 65 歳未満で発症する認知症であり、仕事、家事、子育て

のキーパーソンとなる世代に起こることが多いことから、本人や家族の生活全

体に及ぼす影響が大きいにもかかわらず、その実態が明らかではなく、支援も

十分ではありません。 

そのため、若年性認知症に対する正しい理解の普及啓発や、相談支援体制の

推進を図ります。 

 

② 主な取組み 

≪若年性認知症の周知・啓発≫ 

若年性認知症を発症した人が利用できる制度や相談窓口を整理したガイドブ

ック等を活用し、周知や啓発を行い支援につなげます。 

 

≪若年性認知症家族会への支援≫ 

若年性認知症の家族介護者の負担を軽減できるよう、家族会の開催支援に努

め、家族同士の情報交換や精神的負担の解消を推進します。 

 

≪若年性認知症支援講座の開催≫ 

家族介護者向けに若年性認知症に対する知識や、状態に応じた適切な相談窓

口、対応方法などについて講座を開催し、正しい理解を深める取組みを推進し

ます。 

 

≪若年性認知症の支援体制の整備≫ 

若年性認知症の本人や家族が、心と身体を健康に保ち、安定した生活が送れ

るよう、専門相談や支援が受けられるよう整備を図ります。また、状況に応じ

て県の相談センターとも連携します。 
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（６）地域・官民が連携した支援 
① 基本的な考え方 

認知症施策を推進するにあたっては、行政だけでできることは限られており、

地域住民、民間等が協働、協力して、それぞれの役割を果たしながら、認知症

の人や家族を支援します。 

 

② 主な取組み 

≪認知症相談（精神保健相談）の実施≫ 

（再掲 Ｐ42） 

 

≪認知症予防検診との連動≫ 

（再掲 Ｐ43） 

 

≪認知症啓発≫ 

（再掲 Ｐ43） 

 

≪認知症サポーター、キャラバン・メイトの養成≫ 

（再掲 Ｐ44） 

 

≪見守りＳＯＳネットワーク事業との連携≫ 

（再掲 Ｐ45） 

 

≪高齢者見守りネットワークの充実≫ 

（再掲 Ｐ45） 

 

≪認知症カフェの推進≫ 

（再掲 Ｐ45） 

 

（７）介護施設等の整備 
① 基本的な考え方 

高齢化の進展に伴い増加が見込まれる認知症高齢者が、可能な限り住み慣れ

た地域で生活を続けていくことができるよう介護施設等の整備に努めます。 

 

② 主な取組み 

≪グループホーム等の整備≫ 

認知症高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくことができ

るよう、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）や小規模多機能型居宅

介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護をはじめとした地域密着型サービス

の拡充を図ります。 
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３．権利擁護の取組みの充実 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して尊厳を保ちながら生活することができるよう、

高齢者の権利や財産を守り、権利侵害に対しては、積極的に保護、支援を含めた権利

擁護の総合的な取組みを推進します。 

 

（１）成年後見制度の普及促進 
① 基本的な考え方 

近年振り込め詐欺や悪質な訪問販売等、高齢者の財産を狙った犯罪が多く見

られます。また認知症等で判断能力が低下した高齢者が、本来享受できる様々

なサービスを利用することができず、著しく生活の質が低下している場合もあ

ります。本市では、明石市成年後見支援センターをはじめとする関係機関と連

携し、認知症等で判断能力が低下しても、その人らしい生活を送れるよう積極

的な支援を進めます。 

 

② 主な取組み 

≪成年後見制度の普及促進≫ 

高齢者虐待等で権利侵害を受けている、または受ける恐れのある人に対し、

積極的に成年後見制度の活用を促します。 

また、身寄りがなく、判断能力が十分でないため財産管理や日常生活上必要

な契約行為ができない高齢者に対し、成年後見人等選任の申立て（市長申立て）

を行うほか、被後見人が低所得である場合などに、成年後見人に対し報酬の助

成を行います。 

さらに、神戸家庭裁判所と連携して市社会福祉協議会が行う法人後見や市民

後見活動を円滑に進め、市社会福祉協議会の福祉サービス利用援助事業を活用

することで、日常生活における高齢者の自立を支援します。 

 

（２）高齢者の虐待防止及び早期発見・早期対応 
① 基本的な考え方 

家庭内や施設内における高齢者の虐待防止に向けて、行政や関係機関、市民

による一体的な取組み体制を推進し、また早期発見・早期対応に向けた施策の

展開に努めます。 

また、家庭内における高齢者虐待が発生する要因として、高齢者が抱える問

題だけでなく、世帯員が疾患を有していたり、経済的な問題を抱えているなど、

世帯として複合的に問題を多く抱えていることが挙げられる中、このような複

合多問題に対応していくための体制を整えます。 
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② 主な取組み 

≪高齢者虐待の防止及び早期発見・早期対応≫ 

地域総合支援センターをはじめ、医師会、司法書士会、警察等関係団体や地

域の介護サービス事業者等からなる高齢者虐待防止ネットワークを形成し、連

携することにより、高齢者虐待の防止及び早期発見を図り、円滑な養護者の支

援に繋げます。特に虐待により生命又は身体に重大な危険が生じる恐れがある

高齢者を「老人福祉法」に基づき、特別養護老人ホーム等に緊急保護します。 

 

≪高齢者虐待に対する啓発と対応力の向上≫ 

高齢者虐待を疑われる際に、早期に相談・通報してもらえるよう、市民の関

心を高めるため、高齢者虐待防止の啓発や相談窓口等の周知を図るとともに、

介護保険サービス事業者や居宅支援事業者など関係機関に対する意識啓発も行

います。 

また、高齢者福祉施設等における高齢者虐待を防止するため、施設職員を対

象とした、身体拘束を含む高齢者虐待防止に関する研修の実施を促進します。 

在宅における高齢者虐待事案については、世帯全体として複合的な問題を多

く抱えている困難事例が多く、複合多問題を解決する必要があることから、障

害者担当、子ども担当、保健所等の高齢者以外の支援機関と合同研修すること

によるスキルアップや、ネットワークの拡充を図り、複合多問題を抱える世帯

や養護者の支援の充実につなげます。 
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４．災害時要配慮者支援の推進 

 

近い将来発生する可能性の高い南海トラフ巨大地震等の大規模災害における被害

を軽減させるためには、行政による対策だけでは不十分であり、平常時から市民、地

域が主体的に取組みを起こしていくことが必要です。高齢者や障害者など災害時に配

慮や支援が必要な要配慮者は、災害が発生すると、身を守るための負担が特に大きく

なることが予想されるため、その負担を軽減するためにも、平常時から対策を講じて

おくことができるよう支援を行います。 

 

（１）災害に備えた高齢者に対する支援体制の推進 
① 基本的な考え方 

要配慮者に対し、災害時において円滑かつ迅速な避難支援等を実施するため

には、避難支援等の担い手となる地域住民等に、平常時から要支援者の情報が

提供、共有されていることが必要です。そのため、市では、避難行動要支援者

台帳への登録を促進して情報の把握に努め、避難支援等の実施に必要な範囲で、

避難支援等関係者に対して平常時から要支援者情報の提供を行っていきます。 

 

② 主な取組み 

≪避難行動要支援者支援体制の整備≫ 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者、障害を有する高齢者など、災害時に支

援の必要な高齢者の情報を把握するため、避難行動要支援者台帳への登録を促

進します。台帳に登録された情報を基に、安否確認や避難誘導、避難所等にお

ける避難生活支援等を行うための基礎となる避難行動要支援者名簿を作成し、

平常時から自治会や町内会、自主防災組織に提供することで、地域における要

支援者支援体制の整備を促進します。また、災害時における名簿情報の円滑な

提供を図るため、市内の小学校コミセン、市民センターにおいて避難行動要支

援者名簿を配備し、安否確認や避難支援に活用します。 
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５．介護保険サービスの充実 

 

平成 30 年（2018 年）４月から中核市へ移行することにより、介護老人福祉施設な

ど事業者、施設等に対する指定、許可、指導監督権限が移譲されるなど保険者機能が

強化されるため、事業者等へ適切な指導や監査を行い、利用者が真に必要とされるサ

ービスを選択し、安心・安全に利用できるよう介護保険サービスの質の向上を図りま

す。 

また、高齢者が要介護状態等になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続

して日常生活を営むことができるよう地域密着型サービスの充実を図ります。 

 

（１）在宅サービスの促進 
① 基本的な考え方 

在宅介護実態調査（平成 28 年（2016 年）11 月～平成 29 年（2017 年）３月

実施）において、高齢者夫婦のみの世帯や高齢者の単身世帯をはじめ多くの高

齢者が、在宅生活の継続を希望しており、同居人がいなくても安心して暮らせ

る体制づくりが必要と考えられます。また、いわゆる団塊の世代が 75 歳以上

となる平成 37 年（2025 年）を目途に、医療と介護の両方を必要とする状態の

高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるよう、

地域の医療との連携を図るとともに、在宅サービスの促進に努めます。 

 

② 主な取組み 

≪在宅サービスの確保≫ 

在宅サービスについては高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けて

いくことができるよう、地域の実情に応じて施設整備をはじめ在宅サービスを

推進し、必要なサービスが確保されるよう努めます。 

 

≪共生型サービス≫ 

障害者の高齢化が進む中で、障害者が 65歳以上となった時に、介護保険サー

ビスが優先され、それまで利用していた障害福祉サービス事業所を利用し続け

られないことがありました。この度の法改正により、障害者が 65歳になった時

に、それまで利用してきた障害者サービス事業所を引き続き介護保険サービス

事業所として利用しやすいよう、新たな「共生型サービス」が位置づけられま

した。 

今後の国の動向や事業者の意向を注視し、障害福祉担当課と連携し検討を進

めます。 
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≪地域密着型サービスの確保≫ 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らしを続けることができるよう、本

市の市民が優先して利用できる地域密着型サービスについて、第６期計画の整

備状況を踏まえ、計画的な整備に努めます。 

重度の要介護者、認知症高齢者、単身高齢者等の在宅生活を支えるため、地

域における高齢者の状況やニーズを把握し、地域全体でサービスの過不足が生

じないよう、日常生活圏域ごとに基盤整備を進めます。 

「通い」、「訪問」、「泊まり」の各サービスを総合的に受けることができる小

規模多機能型居宅介護や、医療ニーズの高い中重度の高齢者に対応できる看護

小規模多機能型居宅介護を整備します。 

また、24時間 365日にわたって安心して在宅生活ができるよう、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の整備を進めます。 

住民や介護支援専門員、事業者へのサービス内容の周知など普及啓発を進め

るとともに、民間事業者が参入できるような条件設定など検討を進めます。 

 

≪地域密着型サービス運営委員会の運営≫ 

地域密着型サービスの公正かつ透明性の高い制度運営を確保するため、「明石

市地域密着型サービス運営委員会」を開催し、地域密着型サービスの指定や指

定基準及び介護報酬の設定など、適正な運営を確保するための取組みを引き続

き進めます。 

 

（２）施設サービスの充実 
① 基本的な考え方 

可能な限り、住み慣れた地域において日常生活を営むことができるよう、居

宅サービスを中心とした介護保険サービスを整えることが喫緊の課題と考え

ています。しかしながら、兵庫県地域医療構想における介護施設・在宅医療等

の追加的需要や、軽中度の要介護認定者であっても、家族による介護が困難な

場合については在宅生活の継続が難しいこと、今後もさらなる認知症高齢者や

ひとり暮らし高齢者の増加が見込まれることなどから、地域密着型介護老人福

祉施設や、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）などの居住系サービ

スを整備する必要があります。 

 

② 主な取組み 

≪平成 37 年（2025年）の推計必要量を踏まえた介護施設の整備≫ 

介護施設については、第６期事業計画の整備状況や団塊の世代が 75歳以上と

なる平成 37 年（2025 年）における推計必要量を踏まえるとともに、兵庫県地

域医療構想における在宅医療等への転換による追加的需要や介護離職ゼロに向

けた必要量を勘案したうえで計画的に整備します。  
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≪新たな介護保険施設（介護医療院）の創設≫ 

「介護医療院」は、主に長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、日常

的な医学的管理や看護、医学的管理の下に行われる介護や機能訓練、その他必

要な日常生活上の世話を行うことを目的に創設された施設です。それに伴い、

介護療養型医療施設のサービスが６年間延長され、平成 35 年（2023 年）度ま

でとなりました。 

介護医療院については、新設に加え介護療養型医療施設や病院、診療所から

の転換も可能であることから、今後、市内に２か所ある介護医療施設の介護医

療院への転換意向等を注視し検討を進めます。 

 

（３）介護保険サービスの質の向上 
① 基本的な考え方 

介護保険サービスの利用者が真に必要するサービスを選択できるよう、制度

の周知や啓発、事業者情報の提供に努めます。 

また、利用者が安心・安全にサービス等を利用できるよう、事業者への適切

な指導や支援、利用者からの苦情等の解決に取組むことにより、サービスの質

の向上やより良い制度運営を目指します。 

 

② 主な取組み 

≪事業者への適切な指導・監査の実施≫ 

平成 30 年（2018 年）４月から中核市への移行に伴い、介護老人福祉施設な

どの事業者や施設等に対する指定や指導権限が移譲されることから、介護給付

費等対象サービスの質を確保するため、効率的かつ効果的な指導や監査を行い

ます。 

指導や監査にあたっては、介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請

求等に関する事項について周知するとともに、指定基準等に照らし、改善が必

要であれば適切な指導や助言を行います。 

また、事業所における実地指導に加え、対象事業者等を集めた講習方式の集

団指導を実施し、事業運営の適正化を図ります。 

 

≪制度の周知、啓発と苦情への対応≫ 

介護等が必要となった際に円滑なサービス利用につながるよう、また、制度

への理解を深めてもらえるよう、広報紙やホームページへの掲載、パンフレッ

トの配布、出前講座の開催など多様な媒体や機会を通じて、介護保険事業の広

報・情報提供に努めます。 

県や関係機関との連携を図りながら、介護サービス事業者に関する情報開示

を促進し、利用者のサービスの選択を支援します。 

また、国民健康保険団体連合会（国保連合会）、介護保険審査会、居宅介護支

援事業者や介護サービス事業者と連携を図りながら、苦情等の解決に取組みま

す。  
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≪ケアマネジャーへの支援≫ 

地域総合支援センターと連携し、いわゆる困難事例を抱えたケアマネジャー

に対する相談支援や、ケアマネジャー間の連携促進を図ったり、地域とケアマ

ネジャーとの協働できる体制づくりの支援などを行います。 

 

≪ふれあい介護相談員の派遣≫ 

介護老人福祉施設や介護老人保健施設等に、規定の研修を受講したふれあい

介護相談員を概ね月１回派遣し、施設入居者の話や相談等を受けています。 

施設入居者からの相談・要望等を施設職員に伝えることで、サービスの質の

向上につながるとともに、施設側の自発的な改善を促すなどの波及効果もあり

ます。今後も相談員の確保や訪問回数などを調整し、取組みの充実に努めます。 

 

（４）介護給付適正化への取組みと目標 
① 基本的な考え方 

高齢化に伴い、介護給付に要する費用の増加が見込まれるなか、効果的・効

率的な介護給付を推進するためには、公平かつ公正な介護認定を行うとともに、

利用者が真に必要とするサービスを事業者が適切に提供するよう促すことが

必要となります。 

県や国保連合会との連携のもと、介護給付の適正化に向けた取組みを推進し

ます。 

 

② 主な取組み 

≪適正な要支援・要介護認定の実施≫ 

公平かつ公正な介護認定を目指して、介護認定審査会を開催し、国で定めら

れた手順に従い、要支援・要介護認定を行います。 

認定調査については、新規申請に係るものは市職員が行い、更新申請の際に

委託を行う場合にも数回に１回は市職員が行う、または委託先を変更するなど

適正に実施します。市職員、委託認定調査員の水準を一定に保つことができる

よう、認定調査員の連絡会、説明会を定期的に実施し、また、認定審査会へ情

報を正確に伝えるため、調査票の検収を全件行います。 

認定審査会委員研修等を開催し、適正な認定につながるよう引き続き取組み

ます。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

認定調査状況 

チェック（％） 
100 100 100 
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≪ケアプランの点検≫ 

居宅介護支援事業所を対象に、利用者に寄り添った適切なサービスの提供に

つながるプランとなるようケアプランの点検を行い、介護サービスやケアマネ

ジメント等の質の向上を図ります。 

利用者が効率的、効果的な支援を受けるために、保険者とケアマネジャーの

意思疎通を図ることを目的とし、アセスメントやケアプランの様式に記載でき

ているか、といった形式的な点検ではなく、利用者に寄り添った内容のプラン

ができているか、そのためのプロセスができているかなどの点検を面接により

介護支援専門員と協働で行います。 

また、総合事業の開始に伴い、介護予防ケアマネジメントの質の向上も求め

られるため、介護予防支援事業所も実施対象とし、介護予防・自立支援に向け

たケアプランの作成を促進します。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

面接による点検（件） 20 20 20 

 

≪縦覧点検・医療情報との突合≫ 

国保連合会から送付される縦覧点検による各種帳票や医療給付情報突合リス

トの点検を行い、請求内容の誤りを発見するなど給付の適正化を図ります。 

点検内容の変更や国保連合会で実施していない内容について点検を行うこと

により、給付の適正化に努めます。 

・縦覧点検 

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細書内容）を

確認し、提供されたサービスの整合性や算定回数、算定日数等の点検を行い、

請求内容を確認します。 

・医療給付情報突合 

国保連合会から提供される給付実績を活用し、入院情報と介護情報を突合

し、重複請求の有無の確認を行います。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

縦覧点検回数（件） 55 55 55 

医療給付情報突合（件） 35 35 35 
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≪介護給付費通知書の発送≫ 

介護・介護予防サービスや介護予防・生活支援サービスを利用している被保

険者自身が、どのようなサービスを受け、どのくらい費用が発生しているかを

把握し、不正な請求が行われていないかを確認できるよう、介護給付費通知書

を発送し、給付の適正化を推進します。 

２月及び９月に介護・介護予防サービスや介護予防・生活支援サービスを利

用している全ての被保険者へ介護給付費通知書を送付していますが、通知の範

囲を効果の期待できる対象者や対象サービスに絞り込む工夫や、被保険者にと

って通知の内容が分かりやすいように介護給付通知書の構成を工夫するなど、

効果が上がる実施方法の検討を行い、給付の適正化を図ります。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護給付費通知（回） 2 2 2 

 

≪住宅改修の点検≫ 

改修が必要となる理由書や内容、図面、改修前写真及び見積書等の書類によ

る事前審査と、改修後の完成写真や図面等の書類による事後審査を全件実施し、

給付の適正化を推進します。 

また、改修規模が大きいなどの理由で、提出書類や写真では完成後の状況の

確認が困難なケースについては、職員が現地調査を行います。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

書類審査（％） 100 100 100 

疑義が生じた改修の

現地調査（％） 
100 100 100 

 

  



57 

 

（５）介護人材の確保 
① 基本的な考え方 

高齢者の増加に伴い介護サービス利用者の増加が想定される中、介護サービ

スに従事する人材の確保が課題となっています。 

利用者の意に即した介護サービスを提供するとともに、介護サービスの質の

向上を図るために、介護職場における人材の確保に向け、介護現場で働く人材

の裾野の拡大や、介護従事者の定着促進を図る取組みを推進します。 

また、地域における自主的な介護予防活動を推進するため、地域団体や関係

機関との連携による活動のきっかけづくりや、活動を進めていくことができる

人材の養成を支援します。 

 

② 主な取組み 

≪多様な人材の参入の促進≫ 

元気な高齢者、子育てが一段落した女性、転職者、就業中でない者等へ、福

祉や介護分野の職のＰＲを行い、介護職に対するイメージアップを図り、介護

人材の裾野を拡大し、介護人材の確保につなげます。 

 

≪県など関係機関と連携した取組み≫ 

県の「介護人材確保に向けた市町・団体支援事業」を活用するほか、「ひょう

ご介護サポーター研修等事業」や「介護人材確保・定着支援事業」等の施策を

活用して、市社会福祉協議会、関係団体等と連携し、介護人材の確保に取組み

ます。 

 

≪指導や監査の実施≫ 

平成 30年４月から中核市への移行に伴い、指導や監査の権限が強化されるこ

とから、労働環境の改善や介護報酬の処遇改善加算の活用等について指導や助

言を行い、介護従事者の定着促進を図ります。 
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６．高齢者の活躍できる場の充実 

 

いつまでも健やかで自立した生活を送れるよう、高齢者の多様な生きがいづくりの

推進を図るとともに、高齢者が地域社会の一員としてつながりをもち、経験や知識を

活かして地域活動の担い手としていきいきと活躍できるよう、社会参画のための機会

づくりを進めます。 

 

（１）生きがいづくり・社会参画の推進 
① 基本的な考え方 

高齢者が生きがいを持っていきいきとした生活を送ることは、健康増進や介

護予防につながります。学習や健康増進活動の機会の提供、高齢者の就労への

支援など高齢者が充実した生活を送ることができるよう、健康や仲間づくり、

生きがいづくりにつながる活動や、高齢者が役割を持って地域社会の中で活躍

し、充実した生活を送るための取組みを推進します。 

 

② 主な取組み 

≪生きがいづくりや社会参画推進のための情報提供≫ 

就労や生涯学習、健康づくりなどに関心をもっている高齢者のニーズを、関

連する施策や事業につなげていくため、高齢者の就労・学習ニーズの把握と、

高齢者関連機関が実施している事業などの情報収集及び情報提供に努めます。 

 

≪高年クラブ活動の支援≫ 

健康や生きがいづくり、社会奉仕活動などを通じて、地域における明るい長

寿社会づくりを目指す高年クラブ活動への助成を継続するとともに、広報活動

の支援や表彰制度の導入などによる高年クラブ活動の活性化及び会員増強への

取組みを促進します。 

 

≪生きがい促進や就労の支援≫ 

高齢者の交流や健康保持、外出促進、社会参加の支援を図ることを目的とし、

高齢者スポーツ大会の開催に対する支援や、ふれあい入浴事業や高齢者パスポ

ート及び敬老優待乗車券の交付などの事業を実施し、高齢者の生きがいづくり

を促進します。また、地域において、就労を通じ高齢者の活躍できる機会を増

やせるよう、シルバー人材センターへの支援を行います。 
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≪学習、教養活動、健康増進活動の機会の提供≫ 

高齢者の学習の場であるあかねが丘学園や高齢者大学、シニアカレッジにお

いて、多様なニーズに合わせたカリキュラムを整え、教養の向上や地域社会活

動への参画を目的とし、地域の特性を踏まえた社会貢献を支援する学習プログ

ラムの充実を図ることにより、良質な学習機会及び環境の整備を進めます。ま

た、高齢者ふれあいの里において、健康体操や健康相談等を実施し、高齢者の

健康増進や教養の向上の場を提供します。 
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７．健康づくりの推進 

 

① 基本的な考え方 

「新あかし健康プラン 21」の各分野における健康課題には地域特性があり、

効果的に課題解決をしていくには、全市的に同一施策ではなく、地域特性をふ

まえた活動を展開していく必要があります。引き続き、地域住民とともに生活

習慣病予防に取組んでいくとともに、毎月 21 日の「あかし健康づくりの日」

を周知し、市民自らが健康づくりに関心をもち、行動を起こせるような情報や

場の提供を行います。 

 

② 主な取組み 

≪健康づくりの支援≫ 

地域全体の健康意識を高め、市民にとって身近に取り組める健康づくりが実

践できるよう、校区まちづくり協議会や自治会・あかし健康ソムリエ会・いず

み会等の各種関係団体と連携しながら、地域住民との協働により、健康づくり

活動を展開します。 

楽しく健康的な食生活を送るため、歯と口の健康づくりやバランスのとれた

食に関する情報提供を行うとともに、仲間と楽しく運動を続けるため、仲間づ

くりの機会の充実を図り、地域活動への参加、買い物や散歩など積極的な外出

を進めます。 

 

≪各種健診の受診やかかりつけ医の周知≫ 

市民の健康づくりの取組みを推進するため、健診受診に関する出前講座や健

康ソムリエとの協働による健診受診啓発活動を実施します。また、かかりつけ

医を持つことの重要性を出前講座や健康相談等を活用し、より多くの市民に呼

びかけます。 
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８．地域づくりの支援 

 

地域住民が主体的に行う地域づくりを支援することにより、高齢や障害による心身

の機能低下、子育ての悩み、様々な理由による社会復帰への不安など、何らかの生活

のしづらさがあったとしても、本人が家族や地域とのつながりや役割をもち、支え合

いながら、自分らしく暮らせるよう、生活支援や生活困窮者自立支援、更生支援など

を通じた地域づくりの実現を目指します。 

 

（１）生活支援体制整備の推進 
① 基本的な考え方 

地域にある様々な活動や支え合いを発掘し、発信する役割を担う生活支援コ

ーディネーターは、地域住民が中心となって運営する協議体と協働しながら、

積極的に地域に入り、人々の暮らしの中にある様々な知恵や工夫・技（地域の

宝物）を見つけ出して、それらを意味づけて、住民にその意義を意識してもら

ったり、周囲に「見える化」していきます。また、住民と専門職、様々な組織・

団体などをつなぎ、支え合い活動と制度・サービスが有効につながるように働

きかけていきます。さらに、生活支援コーディネーターは、介護予防ケアマネ

ジメントを担うケアマネジャー等に対して、これまで本人が大切にしてきた生

活の基盤、地域などとの社会関係を維持しつつ、本人や地域の力と協働する専

門職の力が重要であることの意識啓発を行います。 

 

② 主な取組み 

≪生活支援体制整備事業≫ 

地域総合支援センターに生活支援コーディネーターを配置し、地区社会福祉

協議会等を中心として、資源開発やネットワークの構築、ニーズと取組みのマ

ッチングなど実施することにより、地域における一体的な生活支援等の提供体

制の整備を推進します。 

 

≪高齢者生活支援サービスネットワーク事業≫ 

日常生活において支援を必要とする高齢者に対し、生活支援サービスの提供

が可能な協力団体を登録し、協力団体の情報を市のホームページに掲載したり、

国の「介護サービス情報公表システム」を活用したり、地域総合支援センター

等へ情報提供することにより、円滑なサービス利用に繋げ、地域で支援を必要

とする高齢者の課題解決を図ります。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

登録団体数 30 40 50 
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≪地域支え合いの家の設置≫ 

住民に身近な圏域において、住民主体の地域づくりを推進し、地域総合支援

センターの地域拠点である「地域支え合いの家」を設置し、支援を必要とする

人の相談を受ける窓口となるとともに、子どもから高齢者まで誰でも利用でき

る居場所づくりを行います。また、このような活動を通して、地域の課題を把

握し、課題の解決に向けた住民主体のサービスや支援を創出する仕組みづくり

などを行います。 

 

（２）見守り体制の充実 
① 基本的な考え方 

高齢者の一人暮らしが増えることによる孤独死や認知症による徘徊は深刻

な問題となっており、異常を伝える・受け取る仕組みづくりや、地域で見守る

ネットワークの構築を推進する必要があります。 

地域の助けに加え、地域で事業を行う民間事業者等の協力を得ながら見守り

体制の充実を図ります。 

 

② 主な取組み 

≪見守りネットワークの充実≫ 

民生児童委員、高年クラブ、ボランティアをはじめ、市社会福祉協議会、医

療機関など、高齢者を取り巻く地域組織等と密接な連携のもと、地域における

身近な互助を活かした見守り体制の確立を目指します。 

新聞販売店、ライフライン事業者、コンビニ、配食業者、金融機関等、多様

な民間企業との見守り協定を活用することで、高齢者の異変に気付くことので

きる重層的な見守り体制の構築を進めます。 

 

≪高齢者の暮らしを支える施策の充実≫ 

ひとり暮らし高齢者が安心して暮らせるよう、地域と一体となって支えるた

め、ひとり暮らし高齢者台帳の登録、健康飲料の配布、福祉電話や緊急通報装

置の貸出し、ふれあい会食などを推進します。 

また、シルバーハウジングでは生活援助員（ＬＳＡ）が入居者の安否確認や

緊急時の対応を行います。 

 

 


