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第第第第７７７７期期期期近江八幡市総合介護計画近江八幡市総合介護計画近江八幡市総合介護計画近江八幡市総合介護計画における具体的な目標と取り組みの状況における具体的な目標と取り組みの状況における具体的な目標と取り組みの状況における具体的な目標と取り組みの状況（平成３０年度末）（平成３０年度末）（平成３０年度末）（平成３０年度末）    

 

２０２５年に向けた方向性 １．生きがいづくりと活躍の場の確保 

取り組み 
（１）社会参加の促進      

（２）生きがいづくりの促進 

事業名等 事業の目的 事業の内容 Ｈ３０年度の取り組み進捗状況等 

生活支援体制

整備事業 

 

 

 

 

 

単身世帯等が増加し、支援を必要とする高

齢者が増加する中、生活支援の必要性が

増加している。ボランティア、ＮＰＯ、民間企

業、協同組合等の多様な生活支援サービス

等高齢者の在宅生活を支えるためのニーズ

の増加と多様化に対応するために、地域に

ある多様な資源の有機的連携を促進し、生

活支援体制の整備や介護予防の充実に向

けた取り組みを推進するために、生活支援コ

ーディネーターの配置と協議体を設置し取り

組みを進める。 

高齢者のニーズを踏まえ、①居場所・通い

の場づくり②生活支援サービスの整備③送

迎・移動支援を柱に、地域の特性に応じた

支え合いのしくみづくりを進める。 

○高齢者の意識醸成のためのフォーラム

等の開催 

○活躍目的を明確にした人材養成講座の

開催 

○身近な地域の居場所整備の運営支援 

○生涯学習の成果を活かせる環境づくり 

○地域参画・地域貢献に向けた学びの場

の提供 

○高齢者が活躍しやすい就労形態の発掘 

○高齢者の活躍の動機付けとなるしくみづ

くり 

 

・わがまちのお助け隊をつくろう学習会の開催

（11/9）参加者 49 名 

・０次予防センター主催で人材育成講座（居場

所担い手養成講座）を実施 

・平成 28 年度居場所担い手養成講座受講生

による居場所運営支援等身近な地域の居場所

整備の運営支援 

・福祉政策課主催でシニア向け仕事説明会＆

面接会の開催（2/20）参加者 77 名、参加事業

所 30 事業所 

 

一般介護予防

事業 

 

 

 

 

高齢者の人生経験や時間を活かしながら、

地域における様々な分野での多様な社会活

動等への参画や地域貢献に向け、個人の

能力に応じた役割や活躍の場の提供を図

る。 

○地域の中で、心身機能の低下を来して
いる人や閉じこもりがちな人を把握し早
期に介護予防活動へつなげる 

○高齢者が自分の健康状態に関心を持
ち、必要な知識を得る機会をつくる 

・地域包括支援センターが総合相談支援業務

から把握した対象に、個別の実態把握を実施

した。 

・対象地域を選定した地区別実態把握を実施

し、対象者把握と地域課題の把握を行った。

（島学区、桐原学区で実施） 

 

 

 

資料２ 
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２０２５年に向けた方向性 ２．介護予防の拡充による健康寿命の延伸 

取り組み 

（１）健康づくりの推進 

（２）介護予防の推進 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

事業名等 事業の目的 事業の内容 Ｈ３０年度の取り組み状況等 

在宅医療推進

事業 

 

 

 

 

医療・介護の連携強化、機能分化と人材確

保を進め、在宅医療・介護の提供体制を充

実させることを目的とする。また、こうした取り

組みにおいて、市民や関係機関と協働のプ

ロセスを持つことで地域のエンパワーメントを

図り、病気や高齢になっても住み慣れた地

域で安心して暮らすことができる地域づくり

を推進する。 

 

エンディングノートの活用等、自分が望む

暮らしを考えるための啓発を行う。                                                                             

・医師会長、病院長等との「地域医療に関する

懇談会」を開催し、市民啓発の必要性を確認し

た。(第 1 回 10/12)  

協議の場を継続し、内容・方法等を具体化して

いく。(第 2 回 2/15)  

 

介 護 予 防 ・日

常生活支援総

合事業 

 

 

 

【第１号通所事業】 

地域特性を活かしながら、高齢者の心身の

状態で制限されることなく誰もが一緒に参

加、活動することのできる住民主体の地域

活動の展開、専門的ケアが必要な高齢者に

対する集中的及び専門的支援による運動

機能の改善及び生活行為全般の改善をは

かり、高齢者ひとりひとりの「自分らしい」暮ら

しが継続できる支援体制の構築を目指す。 

 

 

 

 

 

運動機能や生活機能、認知機能等の低下

により生活に何らかの支障がある虚弱な高

齢者の、生活行為能力の向上を目指し、

役割の再獲得や閉じこもり状態の改善に

向けた短期集中型の通所事業を実施。 

①通所型サービスＣ：運動機能向上の短

期集中サービス （2 ヵ所） 

②通所型サービスＡ：生活行為向上 

（2 ヵ所：各２回）                        

・通所型サービス C：2 ヵ所 延 190 回開催 

通所型サービス A：2 ヵ所 延 165 回開催 

※H31.3 月末現在 

・通所型サービス A から、住民等主体の介護予

防に資する通いの場である通所型サービス B

のへの移行に向けた協議・調整を進めた。 

しかし、介護職配置があることに加えて、ボラン

ティア参画により交流や活動の幅が広がるなど

の良さがあるため当面は通所型サービス Aを継

続することにした。通所型サービス B について

は状況に合わせて検討する。 
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事業名等 事業の目的 事業の内容 Ｈ３０年度の取り組み状況等 

介 護 予 防 ・日

常生活支援総

合事業 

 

【第１号訪問事業】 

要支援者等に必要な生活支援サービスの

提供、生活行為の向上に向けた集中的、専

門的な支援を行うことにより、住み慣れた地

域で自立した暮らしを続けることができること

を目指す。 

身体機能の低下等により、生活行為が困

難となっている高齢者に対し、困難になっ

た生活行為の再獲得と生活への定着化を

図るための短期集中型の訪問事業を実

施。 

①訪問型サービス C：作業療法士又は理

学療法士による身体機能や生活環境にあ

わせたリハビリテーションプログラムの提

供、介護職等によるモニタリング 

②訪問型サービス A:心身の機能低下によ

り掃除・買い物等の生活支援が必要な者

を対象に生活支援サービスを提供。 

・訪問型サービス C・訪問型サービス A の利用

の実績はない。体制整備のあり方を検討し適宜

見直していく。 

・総合事業の対象者で移動が困難な者を対象

に閉じこもり予防・介護予防に資する場への移

動手段として訪問型サービスDの整備に取り組

んでいたが、受け手が見つからず実施には至

っていない。 

一般介護予防

事 業 （ 地 域 介

護予防活動支

援事業） 

 

 

高齢者を年齢や心身の状態などによって分

け隔てることなく、住民が主体となって行う住

民主体の活動を広く展開し、人と人とのつな

がりを通じて、参加者や通いの場が継続的

に拡大していくような地域づくりによる介護予

防を目指す。 

○地域の中で、心身機能の低下を来して
いる人や閉じこもりがちな人を把握し早
期に介護予防活動へつなげる。 

○高齢者が自分の健康状態に関心を持
ち、必要な知識を得る機会をつくる 

○様々な状態像の高齢者が活動に参加で
きる多様な場面を整備し、高齢者の社
会参加を促す。 

○いきいき百歳体操の普及啓発及び継続
して参加できる支援。 

・いきいき百歳体操 

新規立ち上げ 19 ヵ所 

  計 99 ヵ所 

一般介護予防

事業（地域リハ

ビリテーション

活 動 支 援 事

業） 

 

 

機能回復訓練など高齢者本人へのアプロー

チだけではなく、生活環境の調整や、地域

の中に生きがい・役割を持って生活できるよ

うな居場所と出番作りなど、高齢者本人を取

り巻く環境へのアプローチを含めたバランス

の取れたアプローチが重要であり、地域に

おいてリハビリテーション専門職等を活かし

た自立支援に資する取り組みを推進し、要

介護状態になっても生きがいや役割を持っ

て生活できる地域の実現を目指す。 

①住民通いの場におけるリハビリテーショ

ン専門職の技術指導 

②個別の能力アセスメントと環境調整 

③ケアマネジメント会議での助言 

④地域リハビリテーション推進会議の運営 

⑤福祉用具貸与試行事業実施に伴う能力

アセスメントとフォロー 

・小学校区ごとに支援者を集め啓発 

開催回数：7 ヵ所×2 回 

（桐原・北里、武佐・馬淵は合同実施） 

（1 回目）89 ヶ所に案内し 60 ヵ所（114 人）参加 

正しい体操方法とおもりの調整 

（2 回目）93 ヵ所に案内し 44 ヵ所（116 人）参加 

1 回目のおさえと効果測定方法 

2 回目は支援者だけでなく、当事者 

含む 

・地域リハビリテーション推進会議の開催：2 回 
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２０２５年に向けた方向性 ３．安心して暮らせる環境やしくみづくり 

取り組み 

（１）相談体制の充実 

（２）生活支援の充実 （高齢者生活支援サービス） 

（３）権利擁護の推進 

（４）住まいに係る施策との連携 

事業名等 事業の目的 事業の内容 Ｈ３０年度の取り組み状況等 

生活支援体制

整備事業 

 

 

単身世帯等が増加し、支援を必要とする

高齢者が増加する中、生活支援の必要性

が増加している。ボランティア、ＮＰＯ、民間

企業、協同組合等の多様な生活支援サー

ビス等高齢者の在宅生活を支えるための

ニーズの増加と多様化に対応するために、

地域にある多様な資源の有機的連携を促

進し、生活支援体制の整備や介護予防の

充実に向けた取り組みを推進するために、

生活支援コーディネーターの配置と協議

体を設置し取り組みを進める。 

高齢者のニーズを踏まえ、①居場所・通い

の場づくり②生活支援サービスの整備③

送迎・移動支援を柱に、地域の特性に応じ

た支え合いのしくみづくりを進める。 

○多様な主体の参画による支え合いのしく

みづくり 

・第２層として日常生活圏域ごとに生活支援コ

ーディネーターを配置 

・商助推進会議の開催（4/19、6/20、10/12） 

・商助推進事業者登録制度運用（登録事業者

数１４） 

・地域と事業者が連携した生活支援のモデル

試行支援 

・市広報等による啓発（8 月１日号特集記事掲

載） 

・事業者向けセミナーの開催（7/26）参加者４４

名 

・地域の助け合い活動の推進に向け、わがまち

のお助け隊をつくろう学習会の開催（11/9）参

加者４９名 

・商助を活かした地域全体の支え合い推進に

向けたシンポジウムの開催（3/8）参加者 52 名 

・商助推進強化のため、近江八幡市ささえあい

商助ロゴマークの募集、選定 

・商助の取り組み周知に向けた事例報告（9/21

しが住民参加支え合い活動連絡会、10/30 県

知事定例会見、12/22 三方よし研究会、2/1 滋

賀県自治会連合会研修会予定） 
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事業名等 事業の目的 事業の内容 Ｈ３０年度の取り組み状況等 

包括的 ・継続

的ケアマネジメ

ン ト支 援 業務

（ 地 域包括支

援 セ ン タ ー の

運営） 

多様な生活課題を抱える高齢者等が地域

で安心してその人らしい生活を継続するに

は、包括的・継続的な支援が必要となる。

この包括ケアの推進に向けて、包括支援

センターによる介護支援専門員等への直

接マネジメント支援及び、環境整備を行う。 

○マネジメント委員会の設置運営 

○個別のケアマネジメント支援個別のケアマ

ネジメント支援 

○適正化検討会を活用したマネジメント支

援 

○ケアプラン点検から波及した事業所指導

の実施 

○研修会の開催 

 

・マネジメント委員会の開催(9/3 3/11) 

・適正化検討会：1 回／月 

・ケアプラン点検：８事業所 

・ケアマネジメント研修：2 回(10/9 1/18) 

総合相談支援

業務 （ 地 域包

括支 援 セ ン タ

ーの運営） 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心し

て生活を継続していくことができるよう、高

齢者の心身の状況や生活の実態、必要な

支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域

における適切な保健・医療・福祉サービ

ス、機関又は制度の利用につなげるよう、

総合相談を実施する。また、個別ケースの

支援や実態把握を通じて地域課題を集約

し、地域におけるネットワークの構築や新た

な地域資源を創出することを目指す。 

 

○総合相談の窓口周知や、相談機関のスキ

ルアップなど体制整備を図る。 

○適切な相談機関へつながるよう、また複雑

な課題を抱える困難ケースに対応できる

よう、関係機関との連携を強化すること

で、包括支援センターの機能強化を進め

る。 

・圏域地域包括支援センター事業計画の立

案、承認（7/26 第 1 回包括運営協議会） 

権利擁護事業 

 

 

 

高齢者が地域で自分らしい生活が継続で

きるように、虐待等の権利侵害から高齢者

を擁護するため、地域・職域・介護保険サ

ービス事業所・専門機関等の虐待対応に

関する意識を高めることで早期発見・早期

対応ができるネットワークを構築する。ま

た、高齢者虐待事例に適切に対応できる

よう、現場関係者の支援技術の向上を図

る。 

○地域福祉権利擁護事業から成年後見制

度への移行など、制度を円滑に利用でき

るようシステムの構築を図る 

○タウンメールの活用や企業との見守り協定

等を拡充し、高齢者の見守りや相談につ

なげられる体制整備を図る。 

○高齢者虐待ケースへの支援を適切に行

なえるよう、ケース会議等充実を図り、支

援する機関との連携を強化する。また啓

発を実施し、早期発見・対応につなげる。 

成年後見制度の市長申立て及び本人・親族申

立ての相談・支援に対応した事例の件数は、

平成３０年度末時点で９５件（市長申立て２件、

本人・親族申立て相談・支援９３件）の相談に

対応。 
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事業名等 事業の目的 事業の内容 Ｈ３０年度の取り組み状況等 

地域ケア会議 

 

 

 

高齢者の個別事例検討等から抽出された

地域課題をもとに、必要な施策や仕組みを

作り出し、地域包括ケアシステムの構築を

進める。 

効果的な相談支援の充実や地域における

社会資源の総合調整と、個別事例から得た

地域課題をもとに社会基盤の整備を行い、

地域包括ケアシステムの構築に寄与するこ

とを目的として実施。 

（１）地域課題の解決に向けた行政内におい

ても、政策的課題を検討する地域ケア推進

会議 

（２）個別レベルの地域ケア会議を開催。 

①圏域地域ケア会議 

②ケアマネジメント会議  

（１）地域ケア推進会議 １回（１２/２６） 

（２）地域ケア会議（個別） 

①圏域地域ケア会議：５０回 

（【内訳】総合事業分：３０回、要支援給付引継

ぎ分１６回、個別課題・地域課題検討：４回） 

②ケアマネジメント会議：４４回 
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２０２５年に向けた方向性 ４．認知症施策の強化 

取り組み 
（１）認知症施策の推進 

（２）家族介護者への支援 

事業名等 事業の目的 事業の内容 Ｈ３０年度の取り組み状況等 

認知症施策推

進事業 

 

 

 

 

 

認知症について早期からの適切な診断や

対応、正しい知識と理解に基づく本人や

介護者への支援が提供できるよう総合的

な認知症施策を実施することで、認知症に

なっても本人の意思が尊重され、できる限

り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続け

ることができる社会を実現する。また、社会

全体で認知症の人を支える基盤として、認

知症の人の視点に立って認知症や家族を

手助けする認知症サポーターの養成、学

校教育における認知症の人を含む高齢者

への理解の推進など、認知症への理解を

深めるための普及・啓発の推進を図る。 

○認知症医療連携強化事業 

認知症の人を地域で支える体制を整備す

るため、医療や介護、社会資源を繋ぐ連

携支援体制を構築する。 

○早期認知症スクリーニング事業 

認知症の不安や認知機能の低下が疑わ

れる人が、早期に適切な相談支援や医療

につながり、認知症になっても自分が望

む生活を維持することができるための相談

会を実施。 

 

・認知症医療連携強化事業：各圏域包括を拠 

点として活動する認知症地域支援推進員を配

置。 

・早期認知症スクリーニング事業：「もの忘れ相

談会」の開催と個別事後フォロー（隔月開催） 

参加人数： H31 年 3 月末 96 人 

 

 

 

２０２５年に向けた方向性 ５．支え合いのしくみづくり 

取り組み 

（１）見守り体制の充実 

（２）地域支え合い助け合い活動の推進 

（３）地域ネットワークの構築・強化 

（４）在宅医療と介護の連携強化 

事業名等 事業の目的 事業の内容 Ｈ３０年度の取り組み状況等 

医療連携推進事業 

 

 

 

 

 

医療・介護の連携強化、機能分化と

人材確保を進め、在宅医療・介護の

提供体制を充実する。また、病気や高

齢になっても住み慣れた地域で安心

して暮らすことができる地域づくりを推

進する 

○多職種連携の場の開催           ・「つながりネット」の開催（隔月開催） 

     ６回開催 ２３７人参加 
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２０２５年に向けた方向性 ６．介護保険サービスの充実 

取り組み 

（１）在宅サービスの充実 

（２）施設サービスの充実 

（３）介護人材の確保及び定着促進 

（４）介護サービスの質の向上 

（５）低所得者対策の推進 

事業名等 事業の目的 事業の内容 Ｈ３０年度の取り組み状況等 

介護給付適正化等

事業 

 

 

 

 

 
福祉用具・住宅改修支
援事業 

 

 

 

事業者の利用者への真に必要とする

サービスの過不足のない提供、また高

齢者が住み慣れた地域での生活を続

けられるよう「自立支援」の視点に基づ

いた適切なサービスの提供を図る。 

 

 

要介護者、要支援者の在宅生活を支

援する。 

○国保連合会から提供されるデータ等を

活用し、不適切な給付請求について

居宅介護支援事業所に助言指導を行

う。 

 

 

 

○住宅改修の事前申請時の書類審査

に加え、現場の状況等を直接確認す

る必要のあるケース等について、担

当職員と専門的知識を有する者が、

申請者の居宅を訪問し、改修の現場

でその内容を確認する実地調査を

行う。 

                                                                                 

・３月末現在で市内の８事業所（目標 1 年８事業

所）を指定し、主に訪問介護の生活援助につい

てのケアプラン点検を行った。点検の結果、３事

業所の対象ケアプランについて是正を依頼し、

類似ケースのケアプランについても同様に是正

を依頼した。 

 

・平成３０年度中に実施予定であったが、遅れが生

じたため実施できなかった。今後依頼先事業所

との委託契約等を経て、令和元年６月を目途に

実施する。 

 


