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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の背景と趣旨 

第６次大野城市総合計画によると本市の高齢者数（65歳以上）は今後も増加を

続ける見込みですが、その内訳をみると、「団塊の世代(*)」（1947～49 年生まれ。

以下同じ。）が順次 75歳以上になることで、後期高齢者(*)数（75歳以上。以下同

じ。）がより大きく増加することが分かります。 

近年は自然災害の増加や、感染症の発生など、住民の不安感がこれまでになく

高まっています。特に、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、重症化しやす

いといわれている高齢者は外出を控える傾向が顕著であり、実質的に閉じこもり

状態に陥り心身の状況が悪化する高齢者の増加が懸念されます。 

このほかにも、複合的な課題を抱える高齢者の増加や、公的福祉の対象ではな

くとも日常の生活に困っている人の増加などが課題となっており、本市の高齢者

福祉をめぐる状況はこれまでとは異なる段階に移行しつつあると考えられます。 

令和３年３月をもって現行計画である「大野城市高齢者保健福祉計画・第７期

介護保険事業計画」の計画期間が満了することから、いわゆる「団塊ジュニア世

代」（1971～74年生まれ。以下同じ。）が 65歳以上の高齢者となる 2040（令和 22）

年度までの本市の状況を見通しながら、地域の状況をこれまで以上に細やかに把

握し、本市の抱える諸課題を解決する道筋をつけるために、新たに「大野城市高

齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」（以下「本計画」という。）を定め

ます。 

 

２ 計画の位置づけ 

本市における最上位計画である「第６次大野城市総合計画」や「地域福祉活動

における市民活動推進計画」、「大野城市障がい者福祉計画・大野城市障がい児福

祉計画」、「大野城 健康・食育プラン」など、市の各種関連計画との整合を図り、

次ページに挙げる３計画を包含する計画として策定します。 

また、策定に当たっては、国が定める基本方針を踏まえ、福岡県が策定する「福

岡県高齢者保健福祉計画」や「福岡県保健医療計画（地域医療構想）」との整合を

図ります。 

 

（１）大野城市高齢者保健福祉計画 

大野城市高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第 20条の８の規定に基づき策定

する高齢者の健康と福祉の増進を図るための計画です。この計画の目的は、基

本理念として掲げられた「住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らせる共働

のまちづくり」を目指すものです。 

高齢者保健福祉計画は、その目的、対象及び内容において、介護保険事業計

画及び成年後見制度(*)利用促進基本計画をほぼ包含した計画と位置づけられ

ます。 
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（２）大野城市介護保険事業計画 

大野城市介護保険事業計画は、介護保険法第 117 条の規定に基づき策定する

要介護高齢者、要支援高齢者及び要介護・要支援となるリスクの高い高齢者を

対象とした、介護保険サービス等の基盤整備を計画的に進めるための基本とな

る実施計画です。介護及び介護予防を必要とする被保険者が自立した生活を送

るためのサービス基盤の整備を目的としています。 

 

（３）大野城市成年後見制度利用促進基本計画 

大野城市成年後見制度利用促進基本計画は、成年後見制度の利用の促進に関

する法律第 14条に基づく、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画で

す。成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ことを目的とし、「大野城市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」、

「第３期大野城市地域福祉活動における市民活動推進計画」、「第６期大野城市

障がい福祉計画・第２期大野城市障がい児福祉計画」と一体的に策定すること

とします。 

 

図表 1 計画の位置づけ 
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成年後見制度利用促進基本計画 

■成年後見制度の利用促進 

■成年後見制度の利用に関する体制整備 

第 ６ 次 大 野 城 市 総 合 計 画 
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３ 計画の期間 

この計画は、2040（令和 22）年度までの長期的な動向を踏まえつつ、第６期介

護保険事業計画（平成 27 年度～平成 29 年度）策定時の基本指針に盛り込まれた

「地域包括ケアシステム(*)」の目標や具体的な施策を踏まえ、本市における地域

包括ケアの計画として、2021（令和３）年度を初年度として 2023（令和５）年度

を目標年度とする３か年計画として策定するものです。 

図表 2 計画の期間 

 
 

４ 計画の策定体制 

（１）各種調査の実施 

高齢者に対する保健福祉施策や介護保険サービスの在り方の検討に当たって、

本市の課題や市民のニーズを把握する必要があります。本市に在住する高齢者

の日常生活の状況や健康状態、介護保険サービスの利用状況等を把握し、今後

の高齢者保健福祉施策に生かすため、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」、

「在宅介護実態調査」、「在宅生活改善調査」、「居所変更実態調査」を実施しま

した。 
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図表 3 調査の概要 

調査名称 調査対象 
調査方法 

調査期間 
回収結果 

介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査 

要支援・要介護認定

を受けていない高齢

者 

郵送配付・回収 

令和元年 12月 10日 

～令和２年１月６日 

発送 3,994人 

回収 2,895人 

有効回収率 

72.5％ 

在宅介護実態調査 

在宅で生活をしてい

る要支援・要介護認

定を受けている方 

郵送配付・回収 

令和元年 12月 10日 

～令和２年１月６日 

発送 995件 

回収 624件 

有効回収率 

62.7％ 

在宅生活改善調査 
市内の介護サービス

事業所 

郵送配付・回収 

令和２年２月 18日 

～  
令和２年２月 28日 

発送 145件 

回収 78件 

有効回収率 

53.8％ 

居所変更実態調査 

市内の施設サービ

ス・居住系サービス

事業所 

郵送配付・回収 

令和２年２月 18日 

～  
令和２年２月 28日 

発送 26件 

回収 19件 

有効回収率 

73.1％ 
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（２）大野城市介護保険運営協議会による議論 

「大野城市介護保険運営協議会」において、令和２年７月から令和３年１月

まで計４回の会議を行いました。 

この協議会には、保健・医療・福祉・介護の関係者のほか、シニアクラブ(*)

の代表者、学識経験者、公募による市民の代表にも参画いただき、12名の委員

に様々な見地からの意見をいただきました。 

 

図表 4 協議会開催概要 

委員会名称 開催日 議事内容 

令和２年度 第１回 

大野城市介護保険運

営協議会 

令和２年７月 13日 

・コロナ禍における介護サービス

事業所の運営等について 

・令和元年度高齢者実態調査の結

果報告について 

・大野城市高齢者保健福祉計画・第

８期介護保険事業計画の策定に

ついて 

令和２年度 第２回 

大野城市介護保険運

営協議会 

令和２年 10月 21日 

・大野城市高齢者保健福祉計画・第

８期介護保険事業計画（素案）に

ついて 

令和２年度 第３回 

大野城市介護保険運

営協議会 

令和２年 11月 20日 

・大野城市高齢者保健福祉計画・第

８期介護保険事業計画（案）につ

いて 

令和２年度 第４回 

大野城市介護保険運

営協議会 

令和３年１月 29日 

・第８期の介護保険料について 

・大野城市高齢者保健福祉計画・第

８期介護保険事業計画について 

 

（３）計画案の公表、市民からの意見募集 

令和２年 12月 15日（火）から令和３年１月 15日（金）にかけて、市ホーム

ページや市役所などで計画案を公表し、市民からの意見の把握と反映に努めま

した。 
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第２章 大野城市の高齢化の現状 

１ 本市における高齢化率及び高齢者数の推計 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市は総人口が増加傾向にあ

り、高齢化率も上昇する見込みです。 

本市においても、団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となり医療や介護等の

社会保障に関する費用が増大することが懸念されている、いわゆる「2025年問題」

の影響があり、2025（令和 7）年度までに後期高齢者数が前期高齢者(*)数（65歳

～75 歳未満。以下同じ。）を上回ることが予想されています。前期高齢者は 2030

（令和 12）年までは横ばいで推移することが見込まれていますが、その後、再び

増加傾向となることが予想されています。 

 

図表 ５ 本市における人口の将来推計 

 

（出典）2010（平成 22）年度から 2020（令和２）年度まで：住民基本台帳人口（各年度４月１日現在） 

2025（令和７）年度以降：第６次大野城市総合計画（各年度４月１日推計）  

15,423 15,766 15,774 15,517 14,831 14,178 13,767 

64,436 64,037 63,337 63,144 62,709 61,249 58,906 
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図表 ６ 本市の 2040（令和 22）年度の人口構造 

 
（出典）第６次大野城市総合計画（2040（令和 22）年４月１日推計） 

 

 

 

２ 要介護等認定者数の推計 

本市の要介護等認定者数は次ページ（図表 ７）に示すとおりであり、一貫して

増加する見込みです。要介護度によって傾向が異なることから、2018（平成 30）

年度の認定区分ごとの認定者数を基準として、2025（令和７）年度までの認定者

数を推計した結果、軽度者（要支援１～要介護１）は 2018（平成 30）年度以降、

一貫して増加傾向にあることが分かります。また、第７期計画期間中はおおむね

減少傾向にあった重度者（要介護４・５）についても、2021（令和３）年度以降、

増加に転じることが分かります。 
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図表 ７ 要介護等認定者数の推計 

 
 

（出典）厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

（各年度 10月１日現在。2021（令和３）年度以降は推計） 

 

給付月額の内訳（図表 ９）に占める軽度者（要支援１～要介護１）の割合は

19.5％に過ぎず、全体の 80.5％は中・重度者（要介護２以上）が占めていること

が分かります。本市においては、第７期計画期間中は中・重度者が減少していた

ことから、全体の給付費が抑制される結果となりました。 

ただし、2018（平成 30）年度現在、本市は国、県平均と比べて、要介護２以下

の調整済み認定率※、要介護３以上の調整済み認定率が低い状況となっています

が、今後は後期高齢者数の増加が見込まれています。前期高齢者と比較して、後

期高齢者の方が要介護状態となるリスクが高く、更に重度化しやすい傾向にある

ことからも、今後、重度認定率と軽度認定率がともに高くなる可能性も考えられ

ます。このことからも、第７期計画から引き続き、国平均と比較して、重度認定

率と軽度認定率がともに低い状況にとどまることができるよう、介護予防・生活

支援等の各種施策を実施する必要があります。 

 

※ 調整済み認定率 

要介護認定率は第１号被保険者(*)の性別及び年齢構成によって大きく影響を

受けます。国や県、他自治体と比較する際には、自治体がコントロールする

ことができない性別及び年齢構成の要素の影響を排除し分析しています。 
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図表 ８ 認定区分ごとの認定者（比率）の推移 

 
（出典）厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

（各年度３月末現在・2021（令和３）年度以降は推計） 

 

図表 ９ 給付月額の内訳 

  
（出典）「介護保険事業状況報告」月報（令和元年度）  

総額 374,000 千円 
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図表 10 調整済み軽度認定率の分布 

 
（出典）「介護保険事業状況報告」月報（平成 30年度） 

 

３ 世帯の推計 

高齢者を含む世帯の総数は高齢者人口の増加に伴い増加傾向にあります。令和

２年度以降も高齢者を含む世帯は増加する見込みです。 

 

図表 11 高齢者を含む世帯の推移と推計 

 
（出典）2015（平成 27）年度まで：国勢調査、 

2020（令和２）年度以降：市独自推計（各年度９月末現在）  

（％）

全国

福岡県

大野城市

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

11 11.5 12 12.5 13 13.5

調整済み軽度認定率（要支援１～要介護２）

全国 福岡県 大野城市

重度認定率も

軽度認定率も低い

調
整
済
み
重
度
認
定
率
（
要
介
護
３
～
要
介
護
５
）

(%
)

重度認定率も

軽度認定率も高い

（％）

調
整
済
み
重
度
認
定
率
（
要
介
護
３
～
要
介
護
５
） 

調整済軽度認定率（要支援１～要介護２） 
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４ 高齢者の就業状況 

大野城市の高齢者の就業状況をみると、平成 27 年度の 65 歳以上の就業人口は

4,133人となっています。これは本市の高齢者人口の 20.4％に当たります。 

高齢者の就業率は全国平均で 22.5％であることから全国平均よりも低くなっ

ています。内訳をみると、65 歳から 74 歳までの就業率は平均よりもやや低い程

度ですが、75歳以上の就業率では平均を 1.6ポイント下回っています。 

 

図表 12 高齢者の就業状況 

 

大野城市 福岡県 全国 

人数

（人） 

割合

（％） 

人数

（人） 

割合

（％） 

人数 

（人） 

割合

（％） 

高齢人口 20,226 100.0 1,304,764 100.0 33,465,441 100.0 

高齢就業人口 

（65歳以上） 
4,133 20.4 263,576 20.2 7,525,579 22.5 

 

65～74歳の

就業人口 
3,516 17.4 215,082 16.5 5,939,621 17.7 

75歳以上の

就業人口 
617 3.1 48,494 3.7 1,585,958 4.7 

    （出典）2015（平成 27）年度「国勢調査」（10月１日現在） 

      ※割合（％）は高齢者人口に占める就業者の割合を表す 
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５ アンケート調査からみる大野城市の現状と課題 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査から 

①生活環境 

 経済状況は、「苦しい」と感じている高齢者は 27.9％。家族構成でみると、「苦

しい」と感じているのは、一人暮らしが 34.3％と市全体の割合を 6.4ポイント

上回っている。 

 「持家（一戸建て・集合住宅）」で暮らす高齢者では、経済的に「苦しい」と感

じている割合が 23.2％に対して、「賃貸住宅」で暮らす高齢者では「苦しい」

と感じている割合が 51.4％と大きな差がみられる。 

②健康状態 

 現在治療中、又は後遺症のある病気は、「高血圧」、「目の病気」、「筋骨格の病

気」が上位にあがっている。ＢＭＩ(*)（肥満度を表す体格指数）別でみると、

「やせ」の高齢者では「目の病気」、「筋骨格の病気」、「胃腸・肝臓・胆のうの

病気」が「標準体重」や「肥満」の高齢者に比べて高い。 

③毎日の生活 

 普段の共食の機会について「毎日ある」が 59.3％を占めている。ＢＭＩ別でみ

ると「やせ」の高齢者では「毎日ある」が 51.9％と市全体より低く、「年に何

度かある」、「ほとんどない」が高い。共食の機会が少ないことは、食に関する

楽しみや行動（買い物、調理、食べる、片付け、会話）に意欲がなくなり、そ

れに従って食欲の低下、低栄養状態となるおそれもある。 

 認知機能の低下がみられる高齢者は 47.3％となっており、特に「物忘れが多い

と感じる」は全体の 33.9％を占めている。 

 社会的役割の低下がみられる高齢者は 56.1％となっており、特に男性に多く、

年齢は 65～69歳の時点で 69.4％と高い。男性の場合、特に仕事を社会的役割、

生きがいとしてきた人も多く、定年退職後、社会的役割の低下や喪失が進む傾

向にあると考えられる。 

④地域活動や介護予防活動への参加 

 地域の会やグループ活動等への参加頻度は「収入のある仕事」、「スポーツ関係

のグループやクラブ」、「趣味関係のグループ」が多く、「シニアクラブ」、「介護

予防のための通いの場(*)」、「ボランティア」は少ない。 

 市独自の足元気教室(*)、音楽サロン(*)、健康づくりミニデイ(*)などの通いの

場への参加頻度が「週１回以上」の割合は 3.2％にとどまり、「月１～３回」の

（4.0％）を合わせても 10％未満となっている。通いの場に関する周知や参加

しやすい環境づくりが必要となる。 

 今後、地域づくりを進めるに当たって、参加者として「是非参加したい」、「参

加してもよい」、「既に参加している」を合わせると 55.2％の参加意向がみられ

る。 
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⑤心配事や悩みに関する相談 

 認知症に関する相談窓口を知らない人は 70％程度となっており、周知が必要

である。 

【アンケート結果から見る取組の方向性】 

 経済的不安を抱え、孤立化する一人暮らし高齢者への支援 

 認知機能の低下がみられる高齢者やその家族への支援 

 高齢者の社会的役割や生きがい、通いの場の創出 

 

（２）在宅介護実態調査から（仕事と介護の両立に向けた必要な支援に着目して） 

 就労している介護者の多くは、労働時間の調整や休暇を取得しながら仕事と介

護の両立を図っている。また、パートタイム勤務では「介護のために労働時間

を調整しながら、働いている」がフルタイム勤務よりも多い。 

 仕事と介護の両立に効果があると思う勤め先からの支援は、「介護をしている

従業員への経済的な支援」が最も多い。勤務形態でみると、フルタイム勤務で

は「制度を利用しやすい職場づくり」、パートタイム勤務では「介護をしている

従業員への経済的な支援」がそれぞれ最も多い。パートタイム勤務は、フルタ

イム勤務に比べて不安定な雇用環境にあり、経済的な不安や負担も大きい。就

労している介護者の収入面での不安軽減は、仕事と在宅介護の限界点向上を図

るための重要な課題となる。 

 就労継続の見込みについて、「就労を続けるのは難しい」と考える人は全体で

18.4％となっている。勤務形態でみると、フルタイム勤務では 14.5％、パート

タイム勤務では 23.3％となっており、パートタイム勤務の方が今後の「就労を

続けるのは難しい」と考える割合が高い。 

 就労している介護者が不安に感じる介護等の内容は、フルタイム勤務では「認

知症状への対応」がパートタイム勤務より 10 ポイント程度高い。就労継続意

向別でみると、「就労を続けるのは難しい」と考える人は「食事の介助（食べる

時）」、「入浴・洗身」、「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」、「服薬」、「金銭管理や

生活面に必要な諸手続き」が、「問題なく、続けていける」や「問題はあるが、

何とか続けていける」よりも高い。これらの介護が「在宅生活を継続しながら

の就労継続」について、介護者が可否を判断するポイントとなっている可能性

がある。 

 「問題はあるが、何とか続けていける」と考える介護者では「日中の排泄」、

「夜間の排泄」、「屋内の移乗・移動」、「外出の付き添い、送迎等」、「認知症状

への対応」、「医療面での対応（経管栄養(*)、ストーマ(*)等）」、「その他の家事

（掃除、洗濯、買い物等）」が「問題なく、続けていける」や「就労を続けるの

は難しい」よりも高い。「就労を続けるのは難しい」と考えている人はもちろん

のこと、「問題なく、続けていける」と考える介護者の仕事と在宅介護の両立の

限界点向上を図るためには、介護不安をいかに軽減し、支援していくかが課題

となる。 

【アンケート結果から見る取組の方向性】 

 家族の介護負担を軽減し、就労と介護の両立に資するサービスの実施
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第３章 第７期計画期間中の振り返り 

 

第７期計画では、「住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らせる共働のまちづ

くり」を基本理念とし、以下の４つの基本目標を定めました。 

ここでは、第７期計画の取組を基本目標ごとに振り返り、今後の課題を整理し

ます。 

 

１ 高齢者が支え合うまちづくり（基本目標１） 

【取組内容】 

項目 第７期計画期間での取組内容 

①在宅医療・介護連

携の推進 

・ 平成 30 年４月１日から筑紫地区５市が共同で筑紫医

師会に業務委託。 

・ 日頃の療養・介護の場面での医療介護連携を意識して

取り組めるように仕組みを整備。（作成資料や帳票は医

師会ホームページに掲載） 

・ 多職種連携を進めるために研修会を年に２回実施。 

・ 在宅医療・介護連携に関する市民向けの研修会を年に

１回実施。 

②認知症施策の推

進 

・ 認知症初期集中支援チームの関係機関への周知を強

化。 

・ 認知症初期集中支援チーム員を中心に支援を強化し、

適切な医療サービスや介護保険サービスにつないだ。 

・ 認知症地域支援推進員(*)の資質向上を図り、地域の支

援者や支援機関との連携を深めた。 

・ 地域で認知症の人を見守り、支えていくため、市内小

学校・公民館・事業所などで認知症サポーター(*)の養

成講座を実施。 

③生活支援・介護サ

ービスの基盤整

備の推進 

・ 通所型サービスとして実施していた「まどかスクール

(*)栄養改善口腔機能向上プログラム」を、令和元年６

月から訪問型サービスに見直して実施。 

・ 令和元年 10月から、訪問型サービスＢ（住民主体によ

る支援）を開始。 

・ 生活支援コーディネーター(*)による社会資源調査の

実施及び「暮らしのもやい帳(*)」の発行。 

・ 平成 30年 4月に第１層協議体(*)を設置。平成 31年３

月に南地区、令和２年３月に東地区、令和２年度に中

央地区、北地区に第２層協議体(*)を設置。 

④地域包括支援セ

ンター(*)の機能

強化 

・平成 30年度から国の評価指標に基づき包括評価を実施。 

・「地域ケア会議(*)」を全ての区で開催。 

・「地域包括ケアネットワーク協議会(*)」、「ケアマネジメ

ント調整会議(*)」を実施。 
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項目 第７期計画期間での取組内容 

⑤高齢者の居住安

定に係る施策と

の連携 

・高齢者の住まいの確保について、ＮＰＯ法人や民間企業

と連携し、個別ニーズに沿いながら相談に応じた。 

・介護保険住宅改修、住宅改造事業のための情報提供を促

進し、住まいのバリアフリー化(*)を支援。 
 

【評価】 

在宅医療・介護連携事業については、日頃の療養・介護の場面での医療介護連

携を意識して取り組めるように「入退院時の医療と介護の連携の仕組み」、「医療・

介護連携シート（加算対象）」、「相談方法確認票」を作成するなど、連携の仕組み

を整えてきました。今後は、この仕組みが着実に実行されるよう、医療・介護関

係者へ向けて周知を行っていく必要があります。 

令和元年 12 月に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、「物忘れが

多いと感じますか」という設問に「はい」と回答した人を認知機能の低下リスク

あり（＝認知機能低下者）と定義し、その割合を算出しました。その結果、本市

の認知機能低下者は 33.9％と、前回調査結果（32.2％）から 1.7ポイント増加し

ていることが分かります。認知機能低下者を早い段階で発見し、「運動」、「食事」、

「認知機能のトレーニング」を組み合わせて対策することで、認知症に移行しな

い、又は、認知症への移行を少しでも遅らせることが可能といわれていることか

ら、第８期計画では介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果から見出されたリス

ク分析結果を踏まえ、本市に適した取組につなげていく必要があります。 
 

図表 13 高齢者の将来推計 

 
（出典）2010（平成 22）年度から 2020（令和２）年度まで：住民基本台帳人口 

2025（令和７）年度以降：大野城市総合計画（各年度４月１日現在） 

 



第３章 第７期計画期間中の振り返り 

- 16 - 

図表 14 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果 

管理指標 今回調査 前回調査 評価 

認知機能低下者の割合 33.9％ 32.2％ × 

 

図表 15 認知機能低下判定 

 
（出典） 2019（令和元）年度大野城市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

【課題・第８期計画で取り組むこと】 

 在宅医療・介護連携推進事業(*)については、今後、認知症施

策や看取りに関する取組を強化していく必要があります。 

→ 取組 33 

    (P67) 

 認知症サポーター養成講座ステップアップ研修を受講した認

知症サポーターで構成されるチームオレンジ(*)を、2025（令和

７）年度までに全市町村に設置しなければならないため、その

準備として、チームオレンジ及びステップアップ研修の内容を

検討する必要があります。 

→ 取組 23 

     (P63) 

 心身機能低下のおそれがある人に、通所型サービスＣ（まどか

スクール）への参加を積極的に勧めていく必要があります。 

→ 取組 3 

     (P57) 
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 訪問型サービス Bの担い手が不足しており、担い手であるシル

バー人材センター(*)の会員を増やす取組を進めていく必要が

あります。 

→ 取組 59 

    (P76) 

 訪問型サービスＤ（移動支援）については、地域のニーズ等を

勘案し、必要性について検討していく必要があります。 

→ 取組 4 

    (P57) 

 全地区で設置された第２層協議体の運営の安定化を図る必要

があります。 

→ 取組 68 

    (P80) 

 地域包括支援センターで対応する年間の相談件数が年々増

加傾向にあり、今後も高齢者人口の増加とともに相談件数も増

加することが見込まれます。現体制では対応への影響が懸念

されることから、支援体制の充実を図る必要があります。 

→ 取組 24 

    (P64) 

 多くの高齢者が自宅で過ごすことを望んでいる現状があること

から、市内の不動産仲介業者との連携についても検討していく

必要があります。また、サービス付高齢者向け住宅や有料老人

ホームだけでなく、民間の賃貸住宅の安定的な供給の方策を

検討する必要があります。 

→ 取組 40 

     (P69) 

 

※ 上表の右端に盛り込んでいる「→ 取組 00 」の表示は、「第５章 基本

目標ごとの取組」及び「第６章 大野城市成年後見制度利用促進基本計

画」、「第７章 介護サービス等の量の見込みと介護保険料（第８期介護

保険事業計画）に掲載する、本市が第８期計画期間中に実施を予定して

いる「具体的な取組」に振られた番号に対応しています（以下、同じ）。 
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２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり（基本目標２） 

【取組内容】 

項目 第７期計画期間での取組内容 

①健康づくりの推

進 

・ 40 歳から 74 歳までの国民健康保険加入者を対象に、

特定健診(*)を実施。 

・ 特定健診を受けた人のうち、メタボリックシンドロー

ム(*)及びその予備軍の人に、生活習慣病発症リスク解

消のための運動や食生活改善を中心とした特定保健指

導(*)を実施。 

・ がん検診（胃・子宮・乳・大腸・肺・前立腺）、結核検

診、骨粗しょう症検診を実施。 

・ 地域やシニアクラブなどの団体と連携して健康教育を

実施。 

・ 健康づくりや生活習慣病予防のための運動指導（スト

レッチ・軽体操・ウォーキングなど）を実施。 

②生きがいづくり

と社会参加の推

進 

・ 60歳以上の人を対象に、シニア大学「山城塾」(*)を開

講し、シニアの元気づくりと生涯学習の促進を図った。 

・ シニアクラブ連合会及び 28 各単位クラブの活動に対

する支援を実施。 

③働く場の確保 ・ シルバー人材センターと連携し、会員数の増加に向け

た取組を実施。 

・ シルバー人材センターに公共事業を委託することで、

会員の就業場所の確保に努めた。 

 

【評価】 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると、本市の高齢者のうち 88.5％

は健康についての記事や番組に関心があると回答しており、多くの高齢者が自分

の健康に大きな関心をもっていることが分かります。 

一方で、主観的健康感(*)が「あまりよくない」、「よくない」と回答した高齢者

の割合は前回調査から 1.7ポイント増加し 17.9％となっています。また、年齢階

層が高くなるに従って、主観的健康感が「あまりよくない」、「よくない」と回答

した人の割合が急激に増加していることが分かります。 
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図表 16 特定健診受診率の推移 

 
（出典）大野城市 

 

図表 17 特定保健指導率の推移 

 
（出典）大野城市 
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【課題・第８期計画で取り組むこと】 

 特定健診受診率は年々高くなってきていますが、特定保健指

導率は変動が大きい中で、2019（令和元）年度は 2008（平成

20）年度と同程度にとどまっており、国の目標値 60.0％を下回

っています。そのため、引き続き電話や個別通知での勧奨、指

導の充実について取り組み、生活習慣病の疾病予防・重症化

予防につなげていく必要があります。 

→ 取組 49.50 

  （P73） 

 高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実

施するため、後期高齢者の保健事業について、介護保険の地

域支援事業(*)や国民健康保険の保健事業と一体的に実施す

ることにより、フレイル(虚弱)状態(*)の高齢者を適切な医療や

介護保険サービスにつなげ、生活習慣病の疾病予防・重症化

予防及び介護予防の促進を図ります。 

→ 取組 55 

  （P74） 

 がん検診及び各種健診の受診者数は横ばいですが、国の検

討会によりがん検診の推奨年齢が明確化されたことから、周知

方法などの見直しを行う必要があります。 

→ 取組 51.52 

  （P73） 

 運動指導事業については、新規利用者が少ないため、周知の

強化が必要です。健康診査受診者が運動指導を受ける流れを

つくり、生活習慣病の予防、介護予防につなげていく必要があ

ります。 

→ 取組 54 

  （P74） 
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３ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり（基本目標３） 

【取組内容】 

項目 第７期計画期間での取組内容 

①地域共生社会(*)

の実現に向けた

取組の推進 

・ 令和２年１月に共生型サービス(*)事業所を１か所開

設。 

②高齢者福祉サー

ビスの充実 

・ 地域支援事業（包括的支援事業、任意事業）、市単独事

業を実施。 

③家族介護者への

支援 

・ 家族介護教室や在宅寝たきり高齢者等介護手当などの

家族介護支援事業を実施。 

④安全・安心なまち

づくり 

・ 高齢者の虐待事例については、基幹型及び各地区地域

包括支援センターが各関係機関と連携し対応。 

・ 成年後見制度市長申立及び報酬助成の対応。 

・ 市民向け成年後見制度講演会の実施。 

・ 介護施設での防災訓練を年２回以上実施するよう指

導。 

・ 介護保険施設が定める「災害対策計画」、「防犯対策マ

ニュアル」策定支援の実施。 

・ 介護保険施設に、県や福岡県介護福祉士会が主催する

防犯研修の開催案内を情報提供し、研修計画に盛り込

むよう働き掛けを実施。 

 

【評価】 

「令和元年度 まちの姿アンケート(*)」（令和２年３月実施）によると、「地域・

警察・消防・行政などの関係機関が連携し、災害に強く、犯罪や事故のない、安

全で安心な生活環境が整っている。」との評価指標について、平成 30年度は 2.87

であったのが、令和元年度では 3.00 となっており、0.13 ポイント数値が高まっ

ています。 

災害や犯罪が頻発している状況にありながらも、指標値が向上傾向にあること

は、非常時に市内の関係機関が迅速かつ適切に対応している様子を見聞きするこ

とで、住民に安心感が醸成されつつあることが考えられます。 

 

図表 18 2019（令和元）年度 まちの姿アンケート調査結果 

管理指標 今回調査 前回調査 評価 

地域・警察・消防・行政などの関係機関

が連携し、災害に強く、犯罪や事故のな

い、安全で安心な生活環境が整ってい

る。 

3.00 2.87 〇 

 

在宅介護実態調査結果によると、介護のために仕事を辞めた又は転職した家族・

親族がいる割合は 10.8％となっており、前回調査（8.3％）から 2.5 ポイント増

加しています。第７期計画では女性に介護負担を強いる構造的な課題が存在する

可能性について記載しており、また、「第４次大野城市男女共同参画基本計画」（平

成 30年３月）には固定的な性別役割分担意識により女性に対する家事や育児、介
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護などへの負担が重くなり、このことが女性の活躍や社会進出を阻害する大きな

要因となっていることに触れています。男性が積極的に介護にも参加し、男女で

役割を分担していくことが求められます。 

なお、「介護保険サービスを受けたいが、手続きや利用方法が分からないと回答

した人の割合」や「就労継続の見込みがある程度以上たっている人の割合」につ

いては、第７期計画期間中も引き続き啓発や各種サービスの充実などの取組を進

めた結果、着実に評価指標の数値が向上しています。 

 

図表 19 介護を主な理由として仕事を辞めた・転職した家族・親族 

 
（出典）2019（令和元）年度 在宅介護実態調査 

 

図表 20 在宅介護実態調査結果 

管理指標 今回調査 前回調査 評価 

介護のために仕事を辞めた家族・親族

がいる割合 
10.8％ 8.3％ × 

「女性」が主な介護者である割合 68.1％ 68.3％ △ 

介護保険サービスを受けたいが手続き

や利用方法が分からないと回答した人

の割合 

3.4％ 4.5％ 〇 

就労継続の見込みがある程度以上たっ

ている人の割合 
78.7％ 72.9％ 〇 

 

【課題・第８期計画で取り組むこと】 

 複合的な課題を抱える家族が増えていることから、地域共生社

会の実現や重層的支援体制の整備など、包括的な相談支援

体制の整備が求められています。そのため、関係部署と連携し

調査研究を進めていく必要があります。 

→ 取組 63 

 （P78） 

 身寄りがない高齢者や虐待を受ける高齢者が増加することが

予想され、成年後見制度の必要性が高まっています。そのた

め、「大野城市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、推

進していく必要があります。 

→ 第６章 

（P81～84） 
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４ 高齢者を介護保険で支えるまちづくり（基本目標４） 

（１）介護保険サービス利用状況 

①在宅サービス 

事業名 単位  

2018 

（平成 30）

年度 

2019 

（令和元）

年度 

2020 

（令和２）

年度 
（※見込数） 

訪問介護 人/月 

計画値 503 515 522 

実績値 438 427 428 

対計画比 87.1％ 82.9％ 82.0％ 

訪問入浴介護 人/月 

計画値 26 26 28 

実績値 13 10 13 

対計画比 50.0％ 38.5％ 46.4％ 

訪問看護 人/月 

計画値 185 201 208 

実績値 198 205 210 

対計画比 107.3％ 102.0％ 101.0％ 

訪問リハビリテー

ション 
人/月 

計画値 19 19 20 

実績値 21 24 27 

対計画比 110.5％ 126.3％ 135.0％ 

居宅療養管理指導 人/月 

計画値 571 608 611 

実績値 567 592 612 

対計画比 99.3％ 97.4％ 100.2％ 

通所介護 人/月 

計画値 762 810 913 

実績値 709 707 725 

対計画比 93.0％ 87.3％ 79.4％ 

地域密着型通所介

護 
人/月 

計画値 134 134 134 

実績値 85 87 86 

対計画比 63.4％ 64.9％ 64.1％ 

通所リハビリテー

ション 
人/月 

計画値 277 279 287 

実績値 258 279 （※）246 

対計画比 93.1％ 100％ 85.7％ 

短期入所生活介護 人/月 

計画値 138 142 152 

実績値 108 109 （※）88 

対計画比 78.3％ 76.8％ 57.9％ 

短期入所療養介護 人/月 

計画値 21 22 24 

実績値 15 15 （※）8 

対計画比 71.4％ 68.2％ 33.3％ 

福祉用具貸与 人/月 

計画値 1,085 1,093 1,110 

実績値 1,025 1,070 1,119 

対計画比 94.5％ 97.9％ 100.8％ 

特定福祉用具販売 人/月 

計画値 25 29 32 

実績値 21 20 21 

対計画比 84.0％ 69.0％ 65.6％ 

   （※）新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が減少したもの。 
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事業名 単位  

2018 

（平成 30）

年度 

2019 

（令和元）

年度 

2020 

（令和２）

年度 
（※見込数） 

住宅改修 人/月 

計画値 31 33 35 

実績値 23 23 23 

対計画比 74.2％ 69.7％ 65.7％ 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 
人/月 

計画値 0 0 35 

実績値 0 1 （※１）11 

対計画比 － － 31.4％ 

夜間対応型訪問介

護 
人/月 

計画値 41 42 44 

実績値 33 30 27 

対計画比 81.1％ 70.6％ 61.4％ 

認知症対応型通所

介護 
人/月 

計画値 23 26 26 

実績値 18 18 （※２）0 

対計画比 79.0％ 69.9％ 23.1％ 

小規模多機能型居

宅介護 
人/月 

計画値 99 120 123 

実績値 81 87 89 

対計画比 82.1％ 72.2％ 72.4％ 

看護小規模多機能

型居宅介護 
人/月 

計画値 0 0 30 

実績値 0 0 （※３）1 

対計画比 － － 3.3％ 

介護予防支援・居宅

介護支援 
人/月 

計画値 1,635 1,649 1,675 

実績値 1,508 1,563 1,568 

対計画比 92.2％ 94.8％ 93.6％ 

 （※１）2020（令和２）年 10月に整備したことから、計画値に満たなかったもの。 

 （※２）2019（令和元）年度末で事業所が廃止されたことによるもの。 

 （※３）計画していた１事業所が整備できなかったことによるもの。 

 

②居住系サービス 

事業名 単位  

2018 

（平成 30）

年度 

2019 

（令和元）

年度 

2020 

（令和２）

年度 
（※見込数） 

特定施設入居者生

活介護 
人/月 

計画値 146 143 211 

実績値 138 139 （※１）145 

対計画比 94.8％ 96.9％ 68.7％ 

地域密着型特定施

設入居者生活介護 
人/月 

計画値 73 73 73 

実績値 76 66 69 

対計画比 104.3％ 91.0％ 94.5％ 

認知症対応型共同

生活介護 
人/月 

計画値 107 114 114 

実績値 101 100 100 

対計画比 94.0％ 88.1％ 87.7％ 

  （※１）2021（令和３）年２月に整備することから、計画値に満たなかったもの。 
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③施設サービス 

事業名 単位  

2018 

（平成 30）

年度 

2019 

（令和元）

年度 

2020 

（令和２）

年度 
（※見込数） 

介護老人福祉施設 人/月 

計画値 283 275 276 

実績値 202 211 222 

対計画比 71.4％ 76.9％ 80.4％ 

地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護 

人/月 

計画値 27 27 27 

実績値 24 23 23 

対計画比 87.0％ 84.0％ 85.2％ 

介護老人保健施設 人/月 

計画値 117 114 116 

実績値 135 131 140 

対計画比 115.5％ 115.3％ 120.7％ 

介護医療院 人/月 

計画値 0 0 27 

実績値 9 31 36 

対計画比 － － 133.3％ 

介護療養型医療施

設 
人/月 

計画値 62 64 5 

実績値 69 48 43 

対計画比 110.6％ 75.0％ 860.0％ 

 

【評価】 

介護保険サービスの利用状況については、給付費総額全体で計画値を大きく下

回っている状況です。これは、要介護（要支援）認定者数は、計画どおり推移し

ているものの、要介護（要支援）認定者全体に占める要支援者(*)（軽度者）の割

合が計画値を上回っており、１人当たりの給付費が高い要介護者(*)への給付が減

少する一方で、１人当たりの給付費が低い要支援者の給付が増加していることが

主な要因です。 

在宅サービスでは、主に訪問看護や訪問リハビリテーションなど、在宅での療

養やリハビリを必要とする要介護者に対するサービスが計画値を大きく上回って

います。これは、医療ニーズの高い利用者が在宅で生活をするケースが増加した

ことが主な要因です。 

施設サービスでは、平成 30年度に新たに東地区に介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム）１か所（80床）を整備したことに伴い、利用者が増加している一方、

介護療養型医療施設（介護療養病床(*)）は、介護医療院への転換が進んだため、

令和元年度から利用者が減少しています。 

なお、令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

在宅サービスの利用を控えた利用者が多かったことにより、実績が前年度を下回

るサービスがあります。 
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【課題・第８期計画で取り組むこと】 

 

 在宅介護や在宅医療を希望する高齢者が増加する中、在宅

医療・介護連携の推進により、ケアマネジャー(*)と医療機関と

の連携による入退院時の情報共有など、要介護者の在宅生活

を支える体制の構築が必要です。 

→ 取組 36 

  （P68） 

 第８期計画では、病院機能再編に伴う介護療養病床や医療療

養病床からの介護保険サービスへの転換分については、県の

転換意向調査などの結果を踏まえ、介護保険サービス量を見

込む必要があります。 

→ 第７章 

（P85～111） 

 

（２）介護保険サービスの基盤整備 

【計画と実績】 

施設・サービス種別  
整備量 

合計 2018（平成

30）年度 

2019（令和

元）年度 

2020（令和

２）年度 

認知症対応型共同生活

介護 

計画値 － ９床 － ９床 

実績値 － － － ０床 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

計画値 － １か所 － １か所 

実績値 － － １か所 １か所 

小規模多機能型居宅介

護 

計画値 － ２か所 － ２か所 

実績値 － － － ０か所 

看護小規模多機能型居

宅介護 

計画値 － ２か所 － ２か所 

実績値 － － － ０か所 

特定施設入居者生活介

護（介護付有料老人ホ

ーム） 

計画値 － 60床 － 60床 

実績値 － － 60床 60床 

 

【評価】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、第６期計画で未実施であった１か所を

整備し、令和２年 10月に運用開始しています。 

認知症対応型共同生活介護は、南地区に９床（１ユニット）、小規模多機能型居

宅介護は南地区、中央地区に各１か所、看護小規模多機能型居宅介護は市内に２

か所整備を予定していましたが、実施可能な事業者がなく整備はできませんでし

た。 

また、医療ニーズの高い中重度の要介護認定者の受け皿として、東地区に特定

施設入居者生活介護を 60床整備しました。  
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【課題・第８期計画で取り組むこと】 

 

 今後も医療と介護の両方のサービスを必要とする在宅の高齢

者の増加が見込まれることから、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の整備を進める必要があります。 

→ 取組 34 

  （P68） 

 今後の認知症高齢者の増加などを見込み、認知症対応型共

同生活介護及び小規模多機能型居宅介護の整備を図る必要

があります。 

→ 取組 37 

  （P69） 

 看護小規模多機能型居宅介護については、今後の新規の整

備は未定ではありますが、中重度者対策として、既存の小規模

多機能型居宅介護事業からの機能転換も視野に入れていきま

す。 

→ 第７章 

（P85～111） 

 

（３）介護サービスの質の確保・適正化 

【計画と実績】 

①高齢者の自立支援・重度化防止に関する事業量等の指標、目標及び実績 

１）介護予防・日常生活支援総合事業(*)における評価指標、目標及び実績 

指標 年度 
2018 

（平成 30）年度 

2019 

（令和元）年度 

2020 

（令和２）年度 
（※見込数） 

一般介護予防事業(*)参加

者数 

目標値 7,060人 7,800人 8,690人 

実績値 6,116人 5,748人 （※）1,670人 

達成率 86.0％ 73.7％ 19.2％ 

まどかスクール（通所型

サービスＣ・訪問型サー

ビスＣ）参加者数 

目標値 100人 120人 140人 

実績値 45人 55人 （※）41人 

達成率 45.0％ 45.0％ 29.3％ 

介護予防ボランティア(*)登

録者数 

目標値 120人 140人 160人 

実績値 162人 173人 180人 

達成率 135.0％ 123.6％ 112.5％ 

（※）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を中止する等の影響を受けたもの 

２）ケアマネジメント調整会議開催事業における評価指標、目標及び実績 

指標 年度 
2018 

（平成 30）年度 

2019 

（令和元）年度 

2020 

（令和２）年度 

（※見込数） 

ケアマネジメント調整会

議において事例提供した

事業所数 

目標値 10か所 15か所 20か所 

実績値 18か所 21か所 （※）16か所 

達成率 180.0％ 140.0％ 80.0％ 

（※）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を中止する等の影響を受けたもの 
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３）生活支援体制整備事業(*)における評価指標、目標及び実績 

指標 年度 
2018 

（平成 30）年度 
2019 

（令和元）年度 
2020 

（令和２）年度 

（※見込数） 

把握した地域資源の数 

目標値 240件 250件 260件 

実績値 622件 831件 600件 

達成率 259.2％ 332.4％ 230.7％ 

 

４）認知症総合支援事業における評価指標、目標及び実績 

指標 年度 
2018 

（平成 30）年度 
2019 

（令和元）年度 
2020 

（令和２）年度 

（※見込数） 

認知症初期集中支援チー

ム(*)による支援者数 

目標値 30人 40人 50人 

実績値 29人 29人 32人 

達成率 96.0％ 72.5％ 64.0％ 

 

②高齢者の自立支援・重度化防止に関する効果・成果指標、目標及び実績 

１）要介護・要支援認定率 

指標 年度 
2019 

（令和元）年度 

要介護・要支援認定率 

目標値 15.1％ 

実績値 14.8％ 

達成率 
98.0％ 

(※達成) 
（指標根拠）各年９月末現在の 65 歳以上人口に占める要介護等認定者数の割合 

 

２）主観的健康感が良好な高齢者の割合 

指標 年度 
2019 

（令和元）年度 

主観的健康感が良好な高齢者の割合 

目標値 80.0％ 

実績値 76.8％ 

達成率 96.0％ 

（指標根拠）ニーズ調査から「現在あなたの健康状態はいかがですか」という問いに

「とてもよい」、「まあよい」と回答した人の割合 

  



第３章 第７期計画期間中の振り返り 

- 29 - 

 

３）地域での活動（社会参加）の割合 

指標 年度 
2019 

（令和元）年度 

地域での活動（社会参加）の割合 

目標値 60.0％ 

実績値 57.3％ 

達成率 95.5％ 

（指標根拠）ニーズ調査から「ボランティア、スポーツ関係及び趣味関係のグループ、

学習・教養サークル、シニアクラブ、町内会・区、収入のある仕事」のい

ずれかに月１回以上参加したと回答した人の割合 

 

４）認知症リスク高齢者の割合 

指標 年度 
2019 

（令和元）年度 

認知症リスク高齢者の割合 

目標値 30.0％ 

実績値 33.9％ 

達成率 
113.0％ 

(※未達成) 
（指標根拠）ニーズ調査から「物忘れが多いと感じますか」という問いに「はい」と

回答した人の割合 

 

５）ＩＡＤＬ(*)低下者の割合 

（指標根拠）ニーズ調査から「バスや電車を使って１人で外出していますか」などの

問いからＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）低下者として評価した人の割

合 

 

６）閉じこもりリスクのある高齢者の割合 

（指標根拠）ニーズ調査から「週に１回以上は外出していますか」という問いに「ほ

とんど外出していない」又は「週１回」と回答した人の割合 

  

指標 年度 
2019 

（令和元）年度 

ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）低下者の割合 

目標値 13.0％ 

実績値 11.2％ 

達成率 
86.2％ 

(※達成) 

指標 年度 
2019 

（令和元）年度 

閉じこもりリスクのある高齢者の割合 

目標値 11.0％ 

実績値 11.5％ 

達成率 
104.5％ 

(※未達成) 
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③介護給付(*)等に要する費用の適正化への取組と目標設定及び実績 

１）要介護認定の適正化 

指標 年度 
2018 

（平成 30）年度 
2019 

（令和元）年度 
2020 

（令和２）年度 

（※見込数） 

訪問調査同行件数 

※１ 

目標値 10件 10件 10件 

実績値 １件 10件 （※）0件 

達成率 10.0％ 100.0％ 0.0％ 

※１ 要介護認定調査の平準化を図るため、市が委託している訪問調査に、市職員が

同行し、その調査状況を点検するもの。 

（※）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、訪問同行を中止する等の影響を受けたもの 

 

２）ケアプラン(*)（居宅サービス計画）の点検 

指標 年度 
2018 

（平成 30）年度 
2019 

（令和元）年度 
2020 

（令和２）年度 

（※見込数） 

ケアプランチェック点検

件数 

※２ 

目標値 120件 120件 120件 

実績値 120件 120件 120件 

達成率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

ケアマネジャーへの研修

会実施回数 

※３ 

目標値 １回 １回 １回 

実績値 １回 １回 １回 

達成率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

※２ ケアマネジャーの自立支援に資するケアマネジメントの支援を図るため、ケア

プラン（居宅サービス計画等）の点検を行い、改善等の指導を行うもの。 

※３ ケアプランチェックの全体的な評価をとりまとめ、市内のケアマネジャーを集

めた上で、適切なケアプランの作成方法などの研修を行うもの。 
 

３）住宅改修等の点検 

指標 年度 
2018 

（平成 30）年度 
2019 

（令和元）年度 
2020 

（令和２）年度 

（※見込数） 

住宅改修の事前又は竣工

時点検件数 

※４ 

目標値 ５件 ５件 ５件 

実績値 ０件 １件 ５件 

達成率 0.0％ 20.0％ 100.0％ 

福祉用具利用状況訪問調

査件数 

※５ 

目標値 10件 10件 10件 

実績値 ０件 1件 （※）６件 

達成率 0.0％ 10.0％ 60.0％ 

※４ 不適切な住宅改修を防ぐため、申請書類等では分かりにくい施工のケースにつ

いては、受給者宅を訪問し、施工状況等の点検を行うもの。 

※５ 不適切な福祉用具の購入・貸与を防ぐため、福祉用具の利用者宅を訪問し、利用

状況等の点検を行うもの。 

（※）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、訪問を中止する等の影響を受けたもの 
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４）医療情報との突合・縦覧点検 

指標 年度 
2018 

（平成 30）年度 
2019 

（令和元）年度 
2020 

（令和２）年度 

（※見込数） 

縦覧点検回数 

※６ 

目標値 12回 12回 12回 

実績値 12回 12回 12回 

達成率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

医療情報との突合回数 

※７ 

目標値 12回 12回 12回 

実績値 12回 12回 12回 

達成率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

※６ 適切な保険給付を図るため、介護事業者からの請求内容を確認し、実際の利用

状況等に基づいた請求になっているかなどの点検を行うもの。 

※７ 適切な保険給付を図るため、受給者の病院の入院情報と介護保険の給付情報を

突合し、医療と介護の重複請求の点検を行うもの。 

 

５）介護給付費通知 

指標 年度 
2018 

（平成 30）年度 
2019 

（令和元）年度 
2020 

（令和２）年度 

（※見込数） 

給付費通知送付回数 

※８ 

目標値 １回 １回 １回 

実績値 １回 １回 １回 

達成率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

※８ 介護保険事業者からの適切な請求事務を図るため、介護保険サービス利用者に

年間の保険給付状況等を通知し、不正請求の防止策の一環として行うもの。 

 

【評価】 

目標が未達成となった一般介護予防事業は、区の協力を得ながら開催していま

すが、開催する区と参加者の固定化が見られます。新規参加者が増えるよう、未

開催区に働きかけを行います。また、通所サービスＣ（まどかスクール）につき

ましては、サービスを必要とする人への周知不足が考えられます。保健師による

電話勧奨により参加する人が増えており、今後も電話による参加勧奨を継続、強

化する必要があります。 

また、介護サービスの質の向上と確保を目的とした介護サービス相談員(*)の派

遣事業（相談員８人）や介護支援専門員及び養介護施設従事者向け虐待防止研修

（年１回）、居宅介護支援事業者連絡会（年８回）の開催、地域密着型サービス(*)

事業所情報交換会（年２回）の開催などに取り組みました。 

国の「介護給付適正化計画に関する指針」に掲げられている「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」、「縦覧点検・医療情報との突

合」、「介護給付通知」の主要５事業に取り組みました。ケアプランの点検につい

ては、平成 30年度から実績のある団体等に事業委託を行うことにより、担当職員

のスキルアップを図りながら、専門性の高い支援と効率的・効果的な点検事業に

努めました。 

平成 30年度から、居宅介護支援事業者についての指定・指導権限が県から市に

移譲されたことに伴い、指定更新時及び指定期間内に計画的に実地指導を行い、
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平成 30年度は５か所、令和元年度は９か所の指導を行いました。 

介護人材の確保面では、福岡県介護福祉士会の協力の下で実施してきた介護の

担い手の養成を目的とする「訪問型サービスＡ従事者養成研修」を第７期も継続

して行いました。平成 30年度からは、市内外での雇用促進を図るため、近隣市と

の共同で開催しています。また、令和元年度には介護事業所の求人を支援する就

職フェアを開催し、介護の現場で働く意欲のある人材の確保に努めました。 

 

【課題・第８期計画で取り組むこと】 

 

 多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善

等の観点から、県の地域医療介護総合確保基金等を活用し、

介護人材確保のための取組を推進する必要があります。 

→ 第７章 

（P85～111） 

 総合事業等の担い手を確保する取組や、介護現場の業務改

善や文書量削減、ロボット・ICT の活用の推進等による業務の

効率化の取組を強化するとともに、介護現場革新に関する取

組の周知広報を進め、介護現場のイメージを刷新することが重

要です。 

→ 第７章 

（P85～111） 
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５ 介護保険事業の現状 

（１）要介護等認定率の現状（県平均との比較） 

 調整済み軽度認定率及び調整済み重度認定率は県と比べて低く推移していま

す。 

 調整済み軽度認定率及び調整済み重度認定率の双方が県と比較して低いことか

ら、要介護度が重度化するまで認定を受けていない可能性は考えにくく、本市に

おいては、地域に身体機能、認知機能が低下した高齢者の割合が県と比較して

低いと評価することができます。 

 調整済み軽度認定率及び調整済み重度認定率を見る限りでは大きな課題を見

出すことはできませんが、地域住民に対する介護保険の理念を周知するとともに、

より適正な認定に向けた研修等の実施、健康づくり施策の強化、介護予防・重度

化防止の取組強化、認知症の予防・早期対応・医療介護体制整備等の強化等に

引き続き取り組み、現状を維持できるように努めていく必要があります。 

 

図表 21 要介護等認定率の推移 

 

大野城市 福岡県平均 

2016 
（平成 28） 

年度 

2017 
（平成 29） 

年度 

2018 
（平成 30） 

年度 

2016 
（平成 28） 

年度 

2017 
（平成 29） 

年度 

2018 
（平成 30） 

年度 

認定率 ％ 15.0 14.9 14.7 19.1 19.1 19.1 

調整済み認定率 ％ 16.8 16.9 16.7 18.9 19.0 19.1 

調整済み重度認定率 

（要介護３～５） 
％ 5.8 5.5 5.5 5.9 6.0 6.0 

調整済み軽度認定率 

（要支援１～要介護２） 
％ 11.1 11.4 11.2 13.0 13.0 13.2 

（出典） 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

 

 

（２）介護給付費の受給率の現状（県平均との比較） 

 施設サービス、在宅サービス、居住系サービスのいずれも県と比べて受給率（65

歳以上に占める介護給付費の受給者の割合）が低くなっています。 

 引き続き、心身機能を改善するためのリハビリ体制の充実や認知症の医療介護体

制の充実など、重度化防止の取組を推進する必要があります。 
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図表 22 受給率の推移 

 

大野城市 福岡県平均 

2017 
（平成 29） 

年度 

2018 
（平成 30） 

年度 

2019 
（令和元） 

年度 

2017 
（平成 29） 

年度 

2018 
（平成 30） 

年度 

2019 
（令和元） 

年度 

受給率（施設サービス） ％ 2.0 2.0 2.0 2.9 2.9 2.8 

受給率（居住系サービス） ％ 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 

受給率（在宅サービス） ％ 7.4 7.3 7.5 10.0 9.7 9.9 

（出典） 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

 

 

（３）受給者 1 人当たり給付月額の現状（全国平均との比較） 

 在宅及び居住系サ－ビスにおける受給者 1 人当たり給付月額が、全国平均と比

べて低くなっています。 

 在宅サービスはその一部を除き、利用する日数・回数に相関して給付費が増える

制度になっています。全国平均と比較して、受給者１人当たり給付月額が１割以

上高いサービスのうち、訪問リハビリテーション、通所介護、地域密着型通所介護

については、受給者１人当たり利用日数・回数が全国平均と比べて高いことが受

給者１人当たり給付月額を押し上げる直接的な要因になっています。 

 一方、全国平均と比較して、受給者１人当たり給付月額が低いサービスについて

は、介護保険サービスが十分ではない、又は十分な基盤があっても、利用されな

いために在宅で高齢者を支えている家族等に過度な負担がかかっている可能性

もあることから、本市の現状を踏まえた対応を行っていく必要があります。 

 

図表 23 全国平均と比較した本市サービスの状況 

受給者１人当たり給付月額が全国平均比 

１割以上高いサービス※ 

受給者１人当たり給付月額が全国平均比 

１割以上低いサービス※ 

・訪問リハビリテーション（123％） 

・居宅療養管理指導（111％） 

・通所介護（111％） 

・地域密着型通所介護（128％） 

・訪問看護（75％） 

・短期入所生活介護（70％） 

・短期入所療養介護（73％） 

・福祉用具貸与（89％） 

・特定施設入所者生活介護（89％） 

・定期巡回・随時対応型訪問看護介護

（75％） 

・夜間対応型訪問介護（42％） 

・小規模多機能型居宅介護（90％） 

（出典）厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 2019（令和元）年度実績 
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（４）受給者 1 人当たり給付月額の現状（筑紫地区との比較） 

 在宅及び居住系サ－ビスにおける受給者 1人当たり給付月額を筑紫地区で比較

すると、2019（令和元）年度では筑紫野市を除いて他市より低くなっています。 

 本市において、2019（令和元）年度の受給者 1 人当たり給付月額は 126,300 円と

なっており、2017（平成 29）年度と比較すると 2.0％の減少となっています。 

 本市は、2017（平成 29）年度から一貫して受給者 1人当たり給付月額が減少傾向

にあります。同様の傾向にあるのは、筑紫地区内の自治体では、筑紫野市、春日

市、那珂川市となっています。 

 一方、受給者 1 人当たり給付月額が増加傾向になるのは、太宰府市となっていま

す。 

 

図表 24 筑紫地区と比較した本市サービスの状況 

 
（出典）厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

  

120,000

125,000

130,000

135,000

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度

（円）
全国 福岡県 大野城市 筑紫野市

春日市 太宰府市 那珂川市
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（５）福祉拠点施設の現状 

福祉拠点施設は、高齢者が地域で安心して生活していく上で、また、地域の様々

な活動主体が共働して高齢者保健福祉の推進に取り組んでいく上で、重要な役割

を担っています。本市においては、福祉拠点施設を下記のとおり整備しています。 
 

① 基幹型地域包括支援センター(*) 

市庁舎内に設置し、各地区地域包括支援センターを取りまとめ、高齢者に関す

る総合相談、虐待防止や権利擁護(*)、各関係機関とのネットワークづくり、要支

援認定者などへのケアプラン（介護予防サービス計画）作成など、高齢者やその

関係者への総合的な支援活動を行っています。 

また、地域包括ケア体制の構築を目指して、在宅医療と介護の連携、認知症施

策の推進、生活支援体制整備、地域ケア会議（地域包括ケアネットワーク協議会

を含む）の推進など、重点的な課題に取り組んでいます。 

 

② 各地区地域包括支援センター 

圏域（コミュニティ）ごとに設置した市内４か所の地区地域包括支援センター

で、高齢者に関する総合相談、虐待防止や権利擁護、ケアマネジャーへのサポー

ト、要支援認定者などへのケアプラン（介護予防サービス計画）作成、関係機関

との連携などの活動を行っています。 
 

③ 老人福祉センター（大野城市いこいの里） 

市内に１か所設置し、入浴施設や広間を有し、高齢者に健康増進やレクリエー

ションの場を提供しています。 
 

④ 老人憩の家 

各区に１か所（市内 27か所）設置し、高齢者の教養の向上、レクリエーション、

相互親睦の場を提供しています。 
 

⑤ 高齢者生きがい創造センター 

高齢者の社会参加や生きがいづくりの拠点として開設し、シルバー人材センタ

ーによる就労支援や各種講座、また、市主催によるシニア大学「山城塾」など、

生きがい活動の場を提供しています。 
 

⑥ 保健センター 

すこやか交流プラザ内に配置し、各種保健サービス・健康づくり事業などを実

施しています。 
 

⑦ 総合福祉センター 

社会福祉協議会が運営している総合福祉センターには、福祉団体の事務局、お

おのじょうボランティアセンターなどが配置されており、全市的な住民の福祉活

動の場となっています。 
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第４章 2040（令和 22）年度に向けた本市の目指す姿 

１ 基本理念の設定 

本市では、第６期計画から、「住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らせる共

働のまちづくり」を基本理念に掲げ、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心

して生活を送ることができる地域社会を実現するため、「地域包括ケアシステム」

の整備を進めてきました。 

第７期計画においても、第６期計画で掲げた基本理念を受け継ぎ、「団塊の世代

（1947～49 年生まれ）」が全て後期高齢者となる 2025（令和７年）を見据えて、

医療、介護、福祉の多職種の連携を深めながら、認知症施策や在宅医療と介護の

連携、生活支援サービスの充実・強化を図り、医療・介護・予防・住まい・生活

支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進に取り組みま

した。 

今回の第８期計画においては、計画の継続性の観点から基本的には第７期計画

の体系を踏襲するものの、いわゆる「団塊ジュニア世代(*)（1971～74年生まれ）」

が 65 歳以上となる 2040（令和 22）年度の大野城市の姿を踏まえ、必要な項目を

追加、網羅した計画とします。 

 

[基本理念（第６期・第７期計画から踏襲）] 

住み慣れた地域で支え合い、 

安心して暮らせる共働のまちづくり 

 

 

２ 基本目標の設定 

本計画の基本理念である「住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らせる共働

のまちづくり」を実現するために、３つの基本目標を設定します。 

[基本目標] 

基本目標１ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

基本目標２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり 

基本目標３ 地域で支え合う共働のまちづくり 
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３ 計画の体系 

[基本理念] 

住み慣れた地域で支え合い、 

安心して暮らせる共働のまちづくり 

 

基本目標１ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

１ 介護予防・生活支援サービスの基盤整備の推進 

２ 家族介護者への支援 

３ 認知症施策の推進 

４ 地域包括支援センターの機能強化 

５ 地域ケア会議の充実 

６ 在宅医療・介護連携の推進 

７ 高齢者の居住安定に関する施策との連携 

８ 高齢者の権利擁護の推進 

９ 安全・安心なまちづくり 

 

基本目標２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり 

１ 健康づくりの推進 

２ 生きがいづくりと社会参加の推進 

３ 働く場の確保 

 

基本目標３ 地域で支え合う共働のまちづくり 

１ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

２ 地域における日常生活支援体制整備の推進 

３ 地域における住民相互の支え合いの推進 
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４ 2040（令和 22）年度の大野城市の姿と今後考えられる課題 

国が定める基本指針は、団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025（令和７）年

度を目指した地域包括ケアシステムの整備、更には団塊ジュニア世代が 65 歳以

上となり、現役世代が急減する 2040（令和 22）年度に向けて、地域ごとの推計人

口等から導かれる介護需要を踏まえ、中長期的な視野に立って、第８期計画の位

置づけを明らかにし、具体的な取組内容やその目標を計画に盛り込むこととされ

ています。そこで、本計画には大野城市の高齢化の推移を見通し、今後考えられ

る課題をまとめました。 

 

（１）地区コミュニティごとの地域性の差の拡大 

第６次大野城市総合計画によると、本市の人口は 2028（令和 10）年度をピーク

に減少に転じると推計されています。地区コミュニティ別に推計すると、近年、

生産年齢人口が増加している東コミュニティをはじめ、北コミュニティや中央コ

ミュニティでは人口が増加していく見込みである一方、高齢化が進む南コミュニ

ティでは人口が緩やかに減少していくことが見込まれています。 

2020（令和２）年度現在、大きな地域性の差はみられませんが、2040（令和 22）

年度までを見通せば地区ごとにあるわずかな差が拡大し、大きなニーズの差とな

る可能性があります。そのため、それぞれの地区の地域性を分析し計画を策定す

る必要があります。 

 

（２）介護予防、重度化防止の必要性 

本市は、「団塊ジュニア世代」の人口が全ての年齢階層の中で最も多くなってい

ます。2040（令和 22）年度にはその世代が 65 歳以上となることで、本市の高齢

化率が 27.5％にまで高まることが推計されています。しかし、2040（令和 22）年

度時点の高齢者のうち、おおむね半数（47.5％）は比較的元気で活動的である前

期高齢者であり、本市にとって地域福祉の担い手が増える時期と捉えることもで

きます。 

むしろ注意すべきは、2040（令和 22）年度に至るまでに一時的に高まる後期高

齢者比率であることから、第８期計画では、介護予防、重度化防止の重要性を踏

まえながら計画を策定する必要があります。 

 

（３）高齢者単身世帯の増加と人材不足の深刻化 

本市は高齢者人口の増加に伴い、高齢者を含む世帯の総数が増加傾向にありま

す。今後は後期高齢者数が増加する見込みであることから、高齢者単身世帯の増

加傾向が加速するものと考えられます。2040（令和 22）年度には後期高齢者比率

こそ低下するものの、75歳以上の高齢者人口は 2020（令和２）年度と比べて 1.4

倍以上に増加することが推計されています。 

2020（令和２）年度現在、本市の高齢者を含む世帯に占める高齢者単身世帯の

割合は既に３割を超えており、この割合は今後、徐々に高まっていくことが予想

されます。高齢者単身世帯の増加によって、訪問介護をはじめとする在宅サービ

スのニーズが増大する一方、これらのサービスを担う人材の確保が更に切迫する

ことが予想されることから、介護人材の需要を適切に見込み人材の確保を進める

とともに、介護予防の強化を通じて健康寿命の延伸を図りつつ、各種業務の効率

化を進めるなどの対策を検討する必要があります。  
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５ 大野城市の地域包括ケアシステムの考え方 

「団塊の世代」が全て 75 歳以上の後期高齢者になる 2025（令和７）年度に向

けて、医療や介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることが

できるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包

括ケアシステムの構築を推進しています。 

本市は比較的高齢化率が低いまちですが、日常生活圏域ごとに地域の状況（地

形や交通網、居住環境等）や、地域の成り立ちとそれに伴う高齢化の状況は大き

く異なっています。 

地域包括ケアシステムの構築に当たっては、それぞれの地域の実情と特性に基

づき、中長期的な視点からのシステムづくりを進めていくことを目指します。 

また、「団塊ジュニア世代」が 65 歳以上になる 2040（令和 22）年度を見据え、

自助・互助・共助・公助の力を最大限に活用し、地域包括ケアシステムの深化・

推進に取り組んでいきます。 

これまでの「支えられる側」という高齢者像ではなく、高齢者が自身の持つ能

力や豊かな経験を生かし、主体的に地域に関わり、社会参加を進めることにより、

より多くの高齢者が社会の中に役割を見出すことで、生きがいと張り合いを持っ

て生活を送ることができる、世代を超えて地域住民が共に支え合う共働のまちづ

くりを進めていきます。 

さらに、これからますます進む超高齢社会への対応は、介護保険や高齢者福祉

分野だけでは不十分であり、都市計画やまちづくり分野の部署とも連携を図って

いきます。 

 

図表 25 大野城市の地域包括ケアシステムの姿 
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６ 2040（令和 22）年度に向けた大野城市地域包括ケアシステムにおける中長期目標 

（１）中長期目標 

 

 

 地域包括ケアシステムを充実させることで、リハビリ等により心身状態の維持改善

を図り、認定者の要支援から要介護への進行を遅らせることにより、要支援者の割合

を認定者全体の 36％以上とし、それを維持することを中長期目標として設定します。 
 

（２）現状及び推計、目標値 

 2020 年度 
（令和２年度） 

2025年度 
（令和７年度） 

2030年度 
（令和 12年度） 

2040年度 
（令和 22年度） 

高齢者数 22,079人 23,547人 25,699人 28,479人 

うち前期高齢者数 11,712人 10,746人 11,863人 13,216人 

うち後期高齢者数 10,376人 12,801人 13,836人 15,263人 

認定者数 3,398人 4,132人 4,838人 5,945人 

認定率 15.1％ 17.3％ 18.6％ 20.7％ 

要介護・要支援認定
者のうち、要支援
１・２の割合（推計） 

34.3％ 34.5％ 34.3％ 32.6％ 

要介護・要支援認定
者のうち、要支援
１・２の割合（目標
値） 

－ 36％以上 36％以上 36％以上 

（出典）厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム（各年度 10月１日現在） 

 

（３）各分野別の目標 

① 医療 

１）2040（令和 22）年度の未来像 

・地域における多職種間のネットワークが構築され、地域住民への周知が十分

になされている。 

・介護関係機関や地域との連携が十分に取れている。 

 

２）2040（令和 22）年度までの数値目標 

 2020 年度 
（令和２年度） 

2025年度 
（令和７年度） 

2030年度 
（令和 12年度） 

2040年度 
（令和 22年度） 

■在宅医療の推進 

とびうめネット
登録機関の割合 70％ 75％ 80％ 85％ 

訪問診療を行う
医療機関の割合 70％ 75％ 80％ 85％ 

要介護・要支援認定者のうち、要支援１・２の割合を 36％以上で維持する 



第４章 2040（令和 22）年度に向けた本市の目指す姿 

- 42 - 

 

② 介護 

１）2040（令和 22）年度の未来像 

・高齢者の増加に備えた介護保険サービスの供給体制が十分備えられている。 

・高齢者が増加しても、介護保険料が上昇し過ぎない程度で抑制されている。 

・医療機関や地域との連携が十分に取れている。 

 

２）2040（令和 22）年度までの数値目標 

 2020 年度 
（令和２年度） 

2025年度 
（令和７年度） 

2030年度 
（令和 12年度） 

2040年度 
（令和 22年度） 

■介護保険サービスの質と量の充実 

要支援・要介護
者１人当たりの
定員（施設系サ
ービス） 
（対県比） 

145.3％（現状） 
県 0.161人 

市 0.234人 

100％以上 
※ 

100％以上 
※ 

100％以上 
※ 

要支援・要介護
者１人当たりの
定員（居住系サ
ービス） 
（対県比） 

110.5％（現状） 
県 0.086人 

市 0.095人 
112％以上 113％以上 115％以上 

要支援・要介護
者１人当たりの
定員（通所系サ
ービス） 
（対県比） 

101.4％（現状） 
県 0.268人 

市 0.272人 
102％以上 103％以上 105％以上 

事業所の人材確保
における満足度 － 60％以上 70％以上 80％以上 

利用者の介護保険
サービスにおける
満足度 

－ 80％以上 85％以上 90％以上 

■介護給付の適正化・介護保険制度の持続可能性を確保 

要支援・要介護
認定者のうち、
要支援１・２の
割合 

34.3％（現状） 36％以上 36％以上 36％以上 

第１号被保険者
１人当たりの介
護給付費 
（市平均の対県
比） 

76.5％（現状） 
県月額 22,090円 

市月額 16,907円 

75％以下 75％以下 75％以下 

 ※市内の介護療養型医療施設については、国の方針に基づき、2023（令和５）年度末までに医療病

床等に転換される予定である。サービス内容はおおむね維持されるものの、転換後の施設は、

介護保険の施設サービスの定員の定義には当てはまらなくなるため、表記の数値目標とした。 
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③ 住まい 

１）2040（令和 22）年度の未来像 

・サービス付き高齢者向け住宅(*)や有料老人ホームだけでなく、民間の賃貸住

宅にも高齢者が安心して住むことができる環境が整っている。 

・サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームの入居者が安心して住むこと

ができている。 

 

２）2040（令和 22）年度までの数値目標 

 2020 年度 
（令和２年度） 

2025年度 
（令和７年度） 

2030年度 
（令和 12年度） 

2040年度 
（令和 22年度） 

■有料老人ホーム連携強化事業 

入居者の満足度 － 70％以上 75％以上 80％以上 

 

④ 介護予防・生活支援 

１）2040（令和 22）年度の未来像 

・気軽に通える介護予防の場が各日常生活圏域に存在している 

・多くの高齢者に社会参加の機会がある 

 

２）2040（令和 22）年度までの数値目標 

 2020 年度 
（令和２年度） 

2025年度 
（令和７年度） 

2030年度 
（令和 12年度） 

2040年度 
（令和 22年度） 

■地域リハビリテーション活動支援事業 

専門職の助言を
受ける高齢者数 － 150人 200人 250人 

■シルバー人材センター運営事業 

担い手（会員）に
なっている高齢
者の数 

377人 400人 440人 500人 

■シニアクラブ・シニア大学「山城塾」事業 

地域の会・グル
ープ活動への参
加意向の割合 

55.2％ 58％以上 60％以上 65％以上 

■介護予防ボランティア事業 

登録者数 175人 200人 250人 300人 
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７ 日常生活圏域（地区コミュニティ）ごとの方向性 

（１）日常生活圏域の設定 

 

本市では、市域を４つのコミュニティに区分し

ていることから、地区コミュニティを日常生活圏

域と設定し、各圏域（コミュニティ）ごとに課題

を整理して、圏域ごとの実情に応じたサービスの

充実を目指します。 

 

日常生活圏域 

（地区コミュニティ） 
行政区 

南コミュニティ 
牛頸、若草、平野台、月の浦、南ケ丘１、南ケ丘２、 

つつじケ丘 

中央コミュニティ 上大利、下大利、東大利、下大利団地、白木原、瓦田 

東コミュニティ 釜蓋、井の口、中、乙金、乙金台、乙金東、大池 

北コミュニティ 上筒井、下筒井、山田、雑餉隈町、栄町、仲島、畑詰 
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（２）日常生活圏域ごとのサービス基盤の整備 

日常生活圏域において、以下のサービス基盤を整備しています。 

 

日常生活圏域 
圏域の状況 

（令和２年 10月 1日現在） 

サービス基盤（定員：人） 

（令和２年 10月１日現在） 

南コミュニティ 

圏域人口 29,583人 

高齢者人口 7,840人 

高齢化率（％） 26.5 ％ 

介護老人保健施設 100 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 36 

小規模多機能型居宅介護 15 

特定施設入居者生活介護 130 

地域密着型特定施設入居者生活介護 15 

中央コミュニティ 

圏域人口 35,792人 

高齢者人口 6,493人 

高齢化率（％） 18.1 ％ 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 27 

小規模多機能型居宅介護 29 

地域密着型特定施設入居者生活介護 29 

東コミュニティ 

圏域人口 17,677人 

高齢者人口 4,225人 

高齢化率（％） 23.9 ％ 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 263 

介護老人保健施設 100 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 34 

小規模多機能型居宅介護 ９ 

介護療養型医療施設 180 

地域密着型等老人福祉施設入所者生活介護 27 

地域密着型特定施設入居者生活介護 29 

北コミュニティ 

圏域人口 18,612人 

高齢者人口 3,521人 

高齢化率（％） 18.9 ％ 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 27 

小規模多機能型居宅介護 29 

 

市域の状況 
（令和２年 10月 1日現在） 

サービス基盤（定員：人） 

（令和２年 10月１日現在） 

人口 101,664人 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 263 

介護老人保健施設 200 

高齢者人口 22,079人 
介護療養型医療施設 180 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 124 

高齢化率 21.7％ 小規模多機能型居宅介護 82 

特定施設入居者生活介護 130 

地域密着型等老人福祉施設入所者生活介護 27 

  地域密着型特定施設入居者生活介護 73 

  合計 1,079 
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（３）市内の住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況 

 

■市内の住宅型有料老人ホーム 

名称 室数 所在地 地区 

パールリバティ・ヴィラ 23 南ケ丘４－３－24 南 

住宅型有料老人ホームエレガンス月の浦 14 月の浦４－１－２ 南 

住宅型有料老人ホーム ヒーリングハウス水城 25 下大利４－７－15 中央 

住宅型有料老人ホーム みどりの風下大利 42 東大利２－７－７ 中央 

有料老人ホーム あったかいご 15 筒井２－18－34 北 

ナーシングホームおおのじょう 63 御笠川１－５－２ 北 

 

■市内のサービス付き高齢者向け住宅 

名称 戸数 所在地 地区 

シニアホームズ月の浦ガーデン 9 月の浦３－１－11 南 

サービス付き高齢者向け住宅 東風の郷 44 乙金東３－４－14 東 

ライフパートナー大野城 50 川久保２－４－18 東 

サービス付高齢者住宅 せんだんの丘 43 大城４－２－13 東 
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８ コミュニティ（日常生活圏域）ごとの未来像 

（１）南コミュニティ 

① 人口の推移と推計 

南コミュニティは昭和 40 年代に大規模な住宅開発が行われたことから、戸建

て住宅が多く、高齢化率も他圏域と比較して高い傾向にあります。今後も、高齢

者数、高齢化率ともに増加することが見込まれます。 

図表 26 人口の推移と推計（南コミュニティ） 

 
（出典）2010（平成 22）年度から 2020（令和２）年度まで：住民基本台帳人口 

2025（令和７）年度以降：第６次大野城市総合計画（各年度４月１日現在） 

図表 27 要介護等認定者数・率の推移 

 

     （各年度９月末現在） 

図表 28 主な介護保険施設の場所 

 

※認定率の計算に用いる高齢者数は４月１日現在の値を用いています（以下、同じ）。 
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② 南コミュニティの特性 

・調査結果では、80歳以上の高齢者が他の圏域に比べて多くなっています。暮

らしの状況は、高齢者夫婦二人暮らしが多く、持家（一戸建て）で暮らす高

齢者が他の圏域に比べて非常に多く、経済状況にゆとりがあると感じている

高齢者も多い傾向にあります。 

・趣味や生きがいを持って生活する高齢者が非常に多く、地域のスポーツ関係、

趣味関係のグループやクラブへの参加頻度も他の圏域に比べて多くなってい

ます。 

・生活機能(*)の低下状況をみると、各機能の低下者の割合は市の平均を下回っ

ています。また、現在介護・介助が必要な高齢者は少なく、主観的健康感や

主観的幸福感(*)も高い傾向にあります。家族等との同居や経済的なゆとり、

趣味や生きがいを持つ高齢者も多いため、心身ともに健康が維持されている

ことがうかがえます。 

 

③ 南地区の課題 

・地形的に坂道が多く、移動や買い物に支障がある高齢者が多くいます。 

・外出する際の移動手段は自動車（自分で運転）が多くなっています。また、

１年前と比べて外出回数が減少している高齢者が増加しています。 

・85歳以上になると、閉じこもり予防該当者が増加しており、近い将来、自立

した移動や外出が困難になった場合、引きこもりや認知症に注意が必要な高

齢者が急激に増えるおそれもあります。 

 

④ 取組の方向性 

・地域の会、グループ活動等への参加意向は、参加者、お世話係ともに高くな

っていることから、趣味や生きがいづくりにつながる地域活動等の機会を増

やし、外出のきっかけづくりを進めます。 

・元気な高齢者と、支援を必要とする高齢者がお互いに支え合う仕組み（「使っ

てバンク(*)」や「ふれあい号(*)」など）を積極的に活用します。 
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（２）中央コミュニティ 

① 人口の推移と推計 

中央コミュニティは、鉄道の駅や行政施設・教育施設が集中している地区です。 

高齢者数は継続して増加しており、高齢化率も上昇しています。今後もその傾

向は継続する見込みですが、2025（令和７）年度までに後期高齢者が前期高齢者

を上回ることが予想されています。 
 

図表 29 人口の推移と推計（中央コミュニティ） 

 

（出典）2010（平成 22）年度から 2020（令和２）年度まで：住民基本台帳人口 

    2025（令和７）年度以降：第６次大野城市総合計画（各年度４月１日現在） 

図表 30 要介護等認定者数・率の推移 

 
      （各年度９月末現在） 

図表 31 主な介護保険施設の場所 
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② 中央コミュニティの特性 

・外出する際の移動手段は、徒歩や電車が他の圏域に比べて非常に多く、外出

頻度も週５回以上の高齢者が半数程度みられ、交通の利便性の良さが外出機

会の減少を抑制していると考えられます。 

・生活機能の低下状況をみると、運動器(*)機能低下、転倒リスク、閉じこもり

予防の該当者は少なく、また、運動器機能低下者は、他の圏域では年齢の上

昇に伴い、その割合も高まりますが、中央コミュニティでは高齢になっても

大きな増加はみられません。 

 

③ 中央地区の課題 

・一人暮らしや高齢者夫婦世帯が多い傾向があり、集合住宅や賃貸住宅で暮ら

す高齢者が多くなっています。 

・地域に根付いた自治組織（区・隣組）への参加頻度が少なく、共食の機会や

近所の人と会う機会が少ない高齢者が増加しています。新しい住民が著しく

増加する地域であり、高齢者を含む住民同士のつながりの希薄化がうかがえ

ます。 

 

④ 取組の方向性 

・前期高齢者や身体機能が元気な高齢者が多いことから、働く意欲のある高齢

者の雇用の場や、高齢者同士が生活の手助けを行う仕組み、既存のシニアク

ラブなどへの加入を促進し、高齢者の社会参加や生きがい、自立を図る取組

を進めます。 

・一人暮らし高齢者等の社会的孤立を防止するために、高齢者や地域住民が気

軽に集える居場所づくりを進めます。  
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（３）東コミュニティ 

①人口の推移と推計 

東コミュニティは、市街地と高台の住宅地域があります。2010（平成 22）年度

以降、高齢化率は横ばいで推移していますが、住宅開発等により、若年層の人口

が増加傾向にあることが要因として考えられます。今後も高齢者数、高齢化率と

もに横ばい又は微増傾向で推移することが見込まれています。 
 

図表 32 人口の推移と推計（東コミュニティ） 

 
（出典）2010（平成 22）年度から 2020（令和２）年度まで：住民基本台帳人口 

    2025（令和７）年度以降：第６次大野城市総合計画（各年度４月１日現在） 

図表 33 要介護等認定者数・率の推移 

 
  （各年度９月末現在） 

図表 34 主な介護保険施設の場所 
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②東コミュニティの特性 

・調査結果では、後期高齢者の割合が２番目に高く、息子・娘との二世帯が他

の圏域に比べて多くなっています。また、持家（一戸建て）で暮らす高齢者

は南コミュニティの次に多くなっています。 

・外出の状況は、週１回以下や外出を控えている割合が他の圏域に比べて多く

なっています。また、介護・介助の必要性がある高齢者や要支援認定者も他

の圏域に比べて多くなっています。一方、介護予防のための通いの場に週１

回以上参加している高齢者や、健康づくり活動や趣味等のグループ活動に既

に参加している高齢者が他の圏域に比べて多くみられ、介護予防や健康づく

りに対する取組は積極的に行われています。 

 

③ 東地区の課題 

・高台の住宅地域は坂道が多く、移動や買い物に支障がある高齢者が多くいま

す。 

・80歳を超えると、生活機能の低下者が急激に上昇しています。家族等との同

居世帯が多く、家族等への介護負担が重くなることが懸念されます。 

 

④ 取組の方向性 

・日頃から友人・知人と会う頻度も多く、近所や地域の人との交流機会も多く

なっており、地域に根付いた自治組織へ参加している高齢者も他の圏域より

多い傾向にあることから、地域の公民館や集会所等の身近な場所を活用し、

地域ぐるみの介護予防・地域づくりを積極的に進め、要介護状態の防止や重

度化防止につなげていきます。 

・住民同士のつながりを生かし、元気な高齢者と、支援を必要とする高齢者が

お互いに支え合う仕組み（「使ってバンク」や「おげんき号(*)」など）を積極

的に活用します。 
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（４）北コミュニティ 

①人口の推移と推計 

北コミュニティは、春日市、福岡市と隣接しており、交通の便も整っています。

住宅地のほか、農地や商工業地域が混在しています。 

高齢者数、高齢化率ともに 2040（令和 22）年度まで増加することが見込まれて

います。 
 

図表 35 人口の推移と推計（北コミュニティ） 

 
（出典）2010（平成 22）年度から 2020（令和２）年度まで：住民基本台帳人口 

    2025（令和７）年度以降：第６次大野城市総合計画（各年度４月１日現在） 

図表 36 要介護等認定者数・率の推移 

 

   （各年度９月末現在） 

図表 37 主な介護保険施設の場所 
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②北コミュニティの特性 

・外出する際の移動手段は、徒歩や自転車、自動車（自分で運転）、電車など多

様な交通手段があり、タクシーの利用も他の圏域に比べてやや多くなってい

ます。 

・地域活動への参加状況は、ボランティアのグループ、学習・教養サークル、

区（自治会）・隣組（町内会）、収入のある仕事の参加頻度は多い一方、健康

づくり活動や趣味等のグループ活動への今後の参加意向は少ない傾向です。 
 

③ 北地区の課題 

・前期高齢者が多く、一人暮らし高齢者が中央コミュニティの次に多くなって

います。 

・経済状況で苦しいと感じる割合が、４圏域の中で一番多くなっています。 

・日常生活動作や生活能力は高齢になってもある程度維持されていますが、知

的能動性や社会的役割は早い段階で低下しています。また、認知機能の低下

者は 75～79 歳で 50％を超えており、認知症の予防や早期発見、早期治療の

取組が重要となります。 
 

④ 取組の方向性 

・一人暮らし高齢者等の社会的孤立を防止するために、高齢者や地域住民が気

軽に集える居場所づくりを進めます。 

・身近な場所での介護予防活動を充実させます。 

・地域で認知症を正しく理解し、認知症高齢者が安心して暮らせる地域につな

げていきます。 
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第５章 基本目標ごとの取組 

 

基本目標１ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

医療ニーズの高まりや、認知症高齢者、高齢者のみの世帯の増加等に伴い、地域課

題も多様化しています。高齢者が介護を要する状態になっても、できる限り住み慣れ

た地域や家庭で自立した生活が継続できるよう、生活支援サービス体制を充実させて

いきます。 

 

[市民と共に目指す行動目標] 

 困っているときには悩みをひとりで抱え込まず、地域において相談支援に

携わる人たちや地域の相談支援機関などに気軽に相談しましょう。 

 自分の周囲で、虐待、又は虐待と思われる様子に気が付いたときには、警察

や市の基幹型地域包括支援センター又は各地区地域包括支援センターへ、

速やかに連絡しましょう。 

 近所づきあいを大切にし、お互いに気軽に相談し合える関係を築きましょ

う。 

 災害時には、隣近所の助け合いが重要になるため、日頃から声を掛け合え

る関係づくりに努めましょう。 

 

（１）介護予防・生活支援サービスの基盤整備の推進 

① 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

[現状と課題] 

本市では、平成 27年度から「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始しました。 

総合事業では、従来の介護予防訪問介護や介護予防通所介護により提供されていた

専門的なサービスに加え、住民など多様な主体の参画による多様なサービスを提供す

る「介護予防・生活支援サービス」及び「一般介護予防事業」の充実を図り、地域に

おける支え合いや、介護予防・健康づくりを推進しています。 

本市において、移動支援は計画策定時点から課題として認識していますが、今後の

高齢者数の増加によって、よりニーズが高まることが予想されます。市民の日常生活

に密着した移動に対する支援への期待が大きいため、移動支援の在り方を含め検討す

る必要があります。 

 [今後の方向性] 

今後、住み慣れた地域で暮らし続けられる「地域包括ケアシステム」の深化・推進

及び介護保険制度の持続可能性を高める観点からも、地域の支え合いを基本とする住

民主体のサービスの構築を進めていく必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、閉じこもりや地域からの孤立化が

進んでいることから、高齢者を対象とした地域行事の再開や、見守り活動の強化を図

ります。 
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[具体的な取組] 

【各取組の介護保険事業における位置付け表の凡例】 

① 保険給付 

②ー１ 介護予防・生活支援サービス事業 

②－２ 一般介護予防事業 

③ 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業 

④ 包括的支援事業（社会保障充実分） 

 

図表 38 各取組の介護保険事業における位置付け 

NO 取 組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

1 介護予防・生活支援サービス事業の充実  ○    

2 一般介護予防事業の充実   ○   

3 まどかスクール参加勧奨  ○    

4 訪問型サービスＤ（移動支援）の必要性検討  ○    

 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】の考え方について 

 第５章及び第６章の各取組内容の一部に記載している数値目標は、第８期計画期間

中に達成すべき目標と、見通しに向かって各サービスを行うための基盤を整えていく

ための目標について掲げています。 

 

 取 組 内 容 

1 
介護予防・生活

支援サービス事

業の充実 

要支援認定者や、基本チェックリスト(*)該当者に対して、介
護予防ケアマネジメントを行い、訪問・通所・生活支援などの
サービス提供を行います。 

◆訪問型サービス 
従来の介護予防訪問介護による身体介護等の専門的サービ
ス（介護予防訪問サービス（国基準））や、緩和した基準に
よる生活援助等のサービス（訪問型サービスＡ）に加え、住
民主体による生活援助（訪問型サービスＢ）、専門職による
居宅での相談指導（訪問型サービスＣ）など、多様なサービ
スの充実を図ります。 

◆通所型サービス 
従来の介護予防通所介護による日常生活上の支援及び機能
訓練等の専門的サービス（介護予防通所サービス（国基準））
や、緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ）など、
多様なサービスの充実を図ります。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

訪問型サービスＢ利用者 25人（令和元年度実績 ５人） 
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 取 組 内 容 

2 
一般介護予防

事業の充実 

全ての高齢者を対象とした介護予防事業を推進します。推進に当

たっては、幅広い分野の専門職の関与を得られるよう取り組んでい

きます。 

◆介護予防把握事業 
一定年齢に絞って介護予防事業の案内を送付するほか、高齢
者世帯訪問時に基本チェックリストによる確認を実施しま
す。 

◆介護予防普及啓発事業 
「足元気教室」、「音楽サロン」、「健康づくりミニデイ」など
の介護予防に関する相談や教室などを実施します。また、新
型コロナウイルス感染症対策として「新しい生活様式」に対
応し、検温と体調チェック、マスク着用、手指消毒、「３密
の回避」等感染予防対策を徹底して開催します。 

◆地域介護予防活動支援事業 
介護予防活動を支援する音楽サロン活動支援ボランティア
などを養成します。 

◆地域リハビリテーション活動支援事業 
地域における介護予防活動の効果を高めるために、リハビリ
テーション専門職の関与を促進します。 

◆介護予防ボランティア事業 
高齢者が介護施設でのボランティア活動を通して地域貢献
することを奨励し、自身の介護予防を推進します。ボランテ
ィア活動に応じてポイントを付与し、ポイントに応じた額を
交付します。また、介護現場での更なる活躍ができるよう、
県と連携しながら調査研究を進めていきます。 

◆地域サロン(*)の開催支援 
高齢者の自主性と継続性に基づき、生きがいづくりや高齢者
同士のふれあい、あらゆる世代との交流が図られる地域サロ
ンの開設を促進します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

「足元気教室」、「音楽サロン」、「健康づくりミニデイ」の参加
者 6,300人（令和元年度実績 5,748人） 

3 
まどかスクール

参加勧奨 

基本チェックリストの結果から確認された心身機能の低下のおそれ

がある人に「まどかスクール」への参加を積極的に勧め、介護予防

につなげます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

まどかスクール参加者 85人（令和元年度実績 55人） 

4 
訪問型サービス

Ｄ（移動支援）の

必要性検討 

移動に係る支援策に対する市民の期待が大きいことから、生活支

援体制整備事業等を通じ、地域の課題を洗い出し、訪問型サービ

スＤ（移動支援）の必要性について調査研究を行います。 
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② 高齢者福祉サービスの充実 

[現状と課題] 

高齢者が住み慣れた地域や自宅で安心して、できる限り暮らし続けられるよう、

介護保険以外の必要な福祉サービスの充実を図っていく必要があります。 

 

[今後の方向性] 

要介護等認定者やその家族、一人暮らし世帯などの日常生活の質の向上を図るた

め、各種福祉サービスを必要に応じて提供していきます。 

 

[具体的な取組] 

図表 39 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

5 緊急まどかコール    ○  

6 福岡住みよか事業      

7 福祉電話設置事業      

8 日常生活用具給付事業      

9 配食サービス事業    ○  

10 短期入所（ショートステイ）事業      

11 敬老の日記念行事      

12 いこいの里の運営      

 

 取 組 内 容 

5 
緊急まどかコー

ル 

おおむね 65歳以上の一人暮らしの人で、心疾患、脳疾患など

により緊急時の対応が必要と認められる人に緊急通報装置を

設置します。緊急通報により、オペレーターによる緊急時の連

絡調整、救急車要請手配、ヘルパーや看護師による現地対応な

どを行います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

利用者数 115人（令和元年度実績 75人） 

6 
福岡住みよか事

業 

在宅の要介護等認定者を対象として、屋内の移動など、日常生

活に支障があるため、住宅を改造する場合に、介護保険制度で

給付を受ける住宅改修費を除いた工事費用を助成します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

福岡住みよか事業助成件数 1件（令和元年度実績 0件） 

7 
福祉電話設置

事業 

安否確認を行う必要がある、一人暮らしの高齢者などに電話

を設置します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

利用者数 10人（令和元年度実績 ６人） 
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 取 組 内 容 

8 
日常生活用具

給付事業 

火の不始末のおそれのある在宅の高齢者に、火災警報器、自動

消火器、電磁調理器を支給します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

利用者数 ５人（令和元年度実績 ０人） 

9 
配食サービス事

業 

おおむね 65歳以上の一人暮らし、又は高齢者のみの世帯の人

で、調理や食事の調達が困難な人に対し、昼食・夕食の宅配を

行います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

利用者数 168人（令和元年度実績 153人） 

10 
短期入所（ショ

ートステイ）事業 

介護保険サービスが受けられない人で、短期入所（ショートス

テイ）が必要な人が、特別養護老人ホームなどに一時的に入所

できる事業を実施します。また、虐待対応等の緊急時にも活用

できる避難受入れ先としての機能も担っています。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

利用者数 ３人（令和元年度実績 １人） 

11 
敬老の日記念

行事 
敬老の日を中心に各公民館などで敬老会を実施します。 

12 
いこいの里の運

営 

いこいの里は社会福祉法に基づく大野城市の老人福祉センタ

ーであり、高齢者の相談に応じるとともに、健康の増進、教養

の向上及びレクリエーションなどを提供します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

いこいの里延べ利用者数 32,000人（令和元年度実績 30,965

人） 
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（２）家族介護者への支援 

[現状と課題] 

介護保険制度は、従来の家族依存的な介護体制からの脱却を目指し、「介護の社会

化」を理念として創出され 20 年が経過しました。しかし、計画策定に先立って実施

した在宅介護実態調査をみると、「配偶者」、「子ども」、「子の配偶者」が主な介護者

であると回答した割合は 91.4％となっており、家族が主に介護する役割を持つ状況

から解放されている訳ではありません。 

少子化や核家族化、共働き世帯の一般化など、生活様式が変わり、家族の介護力が

従前に比べて脆弱になっている上、高齢化の進展によって同居家族自身が何らかの支

援を必要していることも少なくありません。在宅介護を担う家族自身の健康や生活の

質の向上も念頭に、家族介護者の実情を適切に踏まえ、負担をできるだけ減らす試み

を継続していく必要があります。 

 

[今後の方向性] 

在宅での介護環境を充実するためには、家族介護者への負担を最小限にとどめる

ことが必要です。「介護離職ゼロ(*)」に向け、多様な介護保険サービスを充実させ

ることのほか、現在本市で実施している家族介護教室や在宅ねたきり高齢者等介護

手当などの事業を継続し、家族の負担軽減を図ります。 

また、介護と仕事の両立のための情報提供を市ホームページ、市広報などで行い

ます。 

 

[具体的な取組] 

図表 40 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

13 家族介護教室    ○  

14 在宅ねたきり高齢者等介護手当    ○  

15 介護用品（紙おむつ）給付サービス事業      

16 徘徊高齢者等位置検索サービス事業    ○  

 

 取 組 内 容 

13 家族介護教室 

高齢者の介護を行う家族に対して、介護方法や介護予防への

取組、介護者の健康づくりなどについての知識・技術を習得す

る教室を公民館などで開催します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

開催回数 ８回 ※各地区コミュニティ各２回 

（令和元年度実績 ８回 ※各地区コミュニティ各２回） 

14 
在宅ねたきり高

齢者等介護手

当 

重度要介護状態の高齢者を、在宅で６か月以上にわたり常時

介護している人に手当を支給します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

利用者数 12人（令和元年度実績 11人） 

  



第５章 基本目標ごとの取組 

- 61 - 

 

 取 組 内 容 

15 
介護用品（紙

おむつ）給付サ

ービス事業 

要介護（要支援）認定を受け、在宅生活で紙おむつが必要と認

められる人に、紙おむつを支給します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

利用者数 485人（令和元年度実績 437人） 

16 
徘徊高齢者等

位置検索サー

ビス事業 

徘徊のおそれがある高齢者に発信機付携帯端末を貸与し、所

在不明となった場合、家族などに現在地情報を提供します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

利用者数 15人（令和元年度実績 11人） 

 

（３）認知症施策の推進 

[現状と課題] 

高齢化の進展に伴い、認知症高齢者の人数は今後ますます増加することが見込まれ

ます。 

要介護状態や認知症になっても地域で暮らし続けるためには、本人や家族が必要な

支援を受けることにつながる相談・支援体制づくりが必要です。 

また、65 歳未満で発症する若年性認知症は、いわゆる現役世代であることから、

就労が継続できないという問題やそれに伴う経済的な問題、子どもの教育の問題など、

高齢者の認知症とは異なる本人や家族への影響があります。 

 

[今後の方向性] 

令和元年６月に取りまとめられた国の「認知症施策推進大綱」(*)を踏まえ、認知症

の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、

認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を両輪として施策を推

進します。 

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターを核に、様々な機関が連携し、

適切な相談窓口につながるようネットワークを構築するとともに、認知症高齢者の相

談体制の充実と権利擁護、地域で見守る体制づくりにも引き続き取り組みます。  
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[具体的な取組] 

図表 41 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

17 認知症初期集中支援チーム事業の機能強化     ○ 

18 
認知症地域支援推進員の活動の推進及び「通

いの場」の拡充 
    ○ 

19 
認知症の正しい理解のための普及啓発、相談

先の周知 
    ○ 

20 相談窓口の周知     ○ 

21 高齢者の見守りネットワークの構築     ○ 

22 もの忘れ相談事業     ○ 

23 認知症サポーターの活動支援     ○ 

 

 取 組 内 容 

17 

認知症初期集

中支援チーム

事業の機能強

化 

早期発見・早期対応につなげるため、筑紫医師会・筑紫薬剤師

会・民生委員などに周知し、対応件数を増やしていきます。 

発症予防から初期、急性増悪時、人生の最終段階という認知症

の容態に応じた適時・適切な医療・介護などが提供される仕組

みを構築するため、認知症初期集中支援チームの活用を図り、

認知症の人やその介護を行う家族などへの支援体制を強化し

ます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

チーム員による対応件数 50件（令和元年度実績 29件） 

18 

認知症地域支

援推進員の活

動の推進及び

「通いの場」の

拡充 

県主催研修会への参加に加え、基幹型地域包括支援センター

による連絡会を定期的に開き、認知症地域支援推進員間の情

報交換を行っていきます。また、地域が行う「通いの場」であ

る「認知症カフェ(*)」の開催支援を行っていきます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

認知症カフェ数 ５か所（令和元年度実績 ３か所） 

19 

認知症の正しい

理解のための普

及啓発、相談先

の周知 

「大野城市認知症ケアパス(*)」を積極的に活用し、認知症に

関する基礎的な情報を発信します。また、認知症に対する正し

い理解を深め、地域での認知症の人の見守り体制を構築する

ため、「認知症サポーター養成講座」や「みんなで支えよう認

知症講演会」を開催します。更に、要望があった学校等と連携

し、小学生向けに「認知症キッズサポーター養成講座」を開催

します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

認知症サポーター数 4,700人（令和元年度実績 3,674人） 
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 取 組 内 容 

20 
相談窓口の周

知 

認知症に関する相談窓口の周知を図り、認知症高齢者や

その家族、地域等からの相談に対応します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

認知症に関する相談窓口の認知度 40％（令和元年度実績

27.4％） 

21 
高齢者の見守り

ネットワークの構

築 

徘徊がみられる高齢者を早期発見・保護するため、各区・

各コミュニティや、大野城市社会福祉協議会、地域密着

型サービス事業所、警察署、消防署などと連携しながら

実施される「（仮称）認知症地域見守り訓練」に協力して

いきます。 

22 
ものわすれ相談

事業 

筑紫医師会と協力して「ものわすれ相談医」を育成し、

認知症の早期発見、早期治療につなげる体制づくりを行

います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

ものわすれ相談医認定登録者数 15人（令和元年度実績  

11人） 

23 
認知症サポータ

ーの活動支援 

認知症の人やその家族が必要とする支援ニーズと認知

症サポーターをつなげる仕組み（※チームオレンジ）の

設置に向けた取組を推進します。 

2025（令和７）年度までの事業計画を策定した上で、認

知症サポーターのスキルアップを図りながら、認知症の

人とサポーターとの間のコーディネーターの役割を担

う認知症地域支援推進員を中心に、認知症サポーターが

地域の担い手として活躍できる仕組みづくりを行いま

す。 
※「チームオレンジ」とは、 ステップアップ講座を受講した認

知症サポーター等が支援チームをつくり、認知症の人や家

族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み

で、2025（令和７）年度までに全市町村に設置することに

なっています。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

認知症サポータースキルアップ講座の開催 １回（令和

元年度実績 ０回） 

 

（４）地域包括支援センターの機能強化 

[現状と課題] 

高齢者人口の増加に伴い、今後ますます相談対応の増加が見込まれます。 

本市では、基幹型地域包括支援センター１か所と各圏域（コミュニティ）ごとに地

区地域包括支援センターを配置し、総合相談支援、高齢者の権利擁護、包括的・継続

的ケアマネジメント、介護予防ケアマネジメントの充実などに取り組んでいます。 

また、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、認知症地域支援推進員や生活

支援コーディネーターなどもそれぞれに配置し、人員体制の強化を図っています。 
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[今後の方向性] 

各地区のセンターでは、介護保険や認知症に関することをはじめ、様々な相談に対

応していますが、その件数は年々増加しています。また、民生委員や各区をはじめ、

関係機関からの情報提供により支援を行うケースも増えており、センターが地域に定

着していることがうかがえます。 

相談件数の増加に対応するため、疾患や経済的困窮などの複合的な課題を抱えるケ

ースは、基幹型地域包括支援センターも共に対応するなど、各地区のセンターの負担

軽減を図っていますが、今後の高齢者人口の増加に伴い更なる相談対応が見込まれる

ことから、支援体制の充実を図る必要があります。 

 

[具体的な取組] 

図表 42 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

24 地域包括支援センターの人員体制の強化    ○  

25 総合相談支援業務    ○  

26 権利擁護業務    ○  

27 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務    ○  

28 介護予防ケアマネジメント  ○    

29 基幹型包括と地区包括の連携強化    ○  

 

 取 組 内 容 

24 
地域包括支援

センターの人員

体制の強化 

近年の多様化、複雑化、複合化した相談案件の増加に万全の体

制で対応するため、専門職の人員体制を整備し、支援体制の充

実を図るとともに、各専門職の専門性を生かし、チームとして対応

に努めます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

高齢者人口に相応した専門職の増員（令和元年度実績 各地区

地域包括支援センターに配置する専門職：主任介護支援専門

員、社会福祉士、保健師 各１人） 

25 
総合相談支援

業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、

介護保険サービスだけでなく、福祉制度や民間サービスなど

を活用し、高齢者の様々な相談や困りごとに対して必要な支

援を行います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

総合相談件数 延べ 10,720件（令和元年度実績 10,130件） 
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 取 組 内 容 

26 権利擁護業務 

関係機関との連携の下、高齢者の権利や財産を守るため成年

後見制度の活用や講演会の開催、老人福祉施設などへの措置

入所支援、虐待防止・対応、消費者被害の防止・救済などを行

います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

権利擁護に関する相談件数 延べ 890 件（令和元年度実績 延

べ 841件） 

27 
包括的・継続的

ケアマネジメント

支援業務 

地域におけるケアマネジャーとのネットワーク構築・活用の

ほか、ケアマネジャーに対する支援を行います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

ケアマネジメント調整会議への参加 20回（令和元年度実績 17

件） 

28 
介護予防ケアマ

ネジメント 

要支援１・２の人や基本チェックリストで機能低下が確認さ

れた人に必要なサービスを適正に提供するため、介護予防の

ケアプラン（介護予防サービス計画）を作成しています。 

要介護・要支援認定者以外の高齢者にも、介護予防及び自立支

援の観点から、まどかスクールや総合事業を検討するほか、健

康づくりミニデイ、足元気教室、音楽サロンの参加を推奨しま

す。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

介護予防ケアプラン作成件数 延べ 11,711 件（令和元年度実

績 延べ 10,333件） 

29 
基幹型包括と地

区包括の連携

強化 

基幹型地域包括支援センターと各地区地域包括支援センター

との定期的な連絡会議をはじめ、各種会議への参画により、連

携強化を図るとともに、全ての地域包括支援センターに配置

する各専門職の勉強会等を通じて専門性の向上に努めます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

連絡会議の開催 毎月１回（令和元年度実績 毎月１回） 

  



第５章 基本目標ごとの取組 

- 66 - 

 

（５）地域ケア会議の充実 

[現状と課題] 

本市では、地域における高齢者の見守り活動や支援活動を推進する会議として、平

成 19 年度から「大野城市地域ケア会議」を設置しています。支援が必要な高齢者が

増加していることから、市や地域関係者がより緊密に連携し、支援体制を整えること

が必要です。 

また、平成 26 年度からは虐待や複合的な課題を有する高齢者への支援や対応マニ

ュアル作成のため、「地域包括ケアネットワーク協議会」を設立し、協議を重ねてき

ました。 

さらに、ケアマネジメントの実践力を高めるため、平成 28 年度から「ケアマネジ

メント調整会議」を開催し、高齢者の自立支援につながる効果的なケアマネジメント

と地域ネットワークの構築を図っています。 
 

[今後の方向性] 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるように、取組の充実が

求められます。把握された地域の課題は、生活支援体制整備事業等と連携し、課題解

決のための取組を検討するなど、今後も地域包括ケアシステムの構築を推進していき

ます。 
 

[具体的な取組] 

図表 43 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

30 地域ケア会議     ○ 

31 地域包括ケアネットワーク協議会     ○ 

32 ケアマネジメント調整会議     ○ 
 
 取 組 内 容 

30 地域ケア会議 

高齢者が地域で安心して生活できるよう、地域の高齢者に関する

情報共有や、地域での見守り活動及び支援活動の調整等を行い

ます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

開催回数 延べ 144回（令和元年度実績 延べ 128回） 

31 
地域包括ケアネ

ットワーク協議

会 

個別事例の協議に加えて、その他高齢者の権利利益や擁護者の

支援のために必要な地域課題に関する協議を行います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

開催回数 年４回（令和元年度実績 ３回） 

32 
ケアマネジメント

調整会議 

高齢者の個別課題の解決、ケアマネジャーなどの資質向上、地域

で高齢者を支えるネットワークの強化、政策の形成や社会基盤整

備をより効果的に実施します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

開催回数 年 20回（令和元年度実績 17回） 
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（６）在宅医療・介護連携の推進 

[現状と課題] 

本市では、在宅で生活している要介護等高齢者のうち、72.8％の人が、引き続き在

宅で生活を続けたいとの意向を示しています。高齢者の多くは基礎疾患を抱えており、

日常的に医療機関を受診している人がほとんどです。加齢に伴う疾患の増悪や身体機

能の低下により、入院が必要になることも珍しくありません。それを契機に、心身機

能が低下し、日常生活において介護保険サービスが必要になることも多く、高齢化の

進展により、医療と介護の両方の支援を受ける人が増加していきます。高齢者が住み

慣れた地域で、できる限り安心して尊厳ある暮らしを続けることができるようにする

ためには、介護保険を中心とした様々なサービスが、個々の高齢者のニーズや状態の

変化に応じて切れ目なく提供されることが必要です。 

 

[今後の方向性] 

在宅医療・介護連携を効果的に推進するために、二次医療圏(*)である筑紫地区５

市が共同して、事業の一部を筑紫医師会に委託し、併設の筑紫医師会在宅医療・介護

連携支援センターを拠点に、引き続き事業を行います。住み慣れた地域で最期まで生

活することができるよう、自宅と病院の行き来や、日常生活の場での療養などを想定

し、医療と介護の連携した対応が求められる４場面（「日常の療養支援」、「入退院支

援」、「急変時の対応」、「看取り」）を中心に、取組を進めます。また、在宅において、

24 時間 365 日の医療・介護サービスが必要に応じて受けられる「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護」の普及と、新たなサービス事業所の整備を含めたサービス提供体

制の強化を図ります。 

 

[具体的な取組] 

図表 44 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

33 在宅医療・介護連携の推進     ○ 

34 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の体制整

備 
○     

35 多職種・多機関の効果的な連携のための支援     ○ 

36 ケアマネジャーと医療機関との連携     ○ 

 

 取 組 内 容 

33 
在宅医療・介護

連携の推進 

筑紫地区５市及び筑紫医師会が共同して「筑紫医師会在宅医

療・介護連携支援センター」を活用し、認知症施策や看取りに

関する取組等も含め、更に推進します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

在宅医療・介護連携支援センターへの相談件数 20件（令和元

年度実績 13件） 
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 取 組 内 容 

34 

定期巡回・随時

対応型訪問介

護看護の体制

整備 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

在宅で暮らす高齢者が安心して生活を続けられるよう、第８

期計画において、新たに１か所整備します。 

35 
多職種・多機関

の効果的な連

携のための支援 

入院・退院・在宅を通して、医療職と介護職が効果的に連携で

きるよう、顔の見える関係づくりや円滑な情報共有を行うた

めの取組を進めます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

多職種・多機関連携研修会延べ参加者数 180人（令和元年度

実績 133人） 

36 
ケアマネジャー

と医療機関との

連携 

医療機関に入退院する際のケアマネジャーとの連絡ツール

「(仮)筑紫地区入退院時の情報共有の仕組み」の活用を推進

し、ケアマネジャーと医療機関との連携を深め、要介護者の在

宅生活を支える体制を構築します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

入院当日にケアマネジャーに連絡を行った医療機関の割合 

50％以上（令和元年度実績 46％） 

 

（７）高齢者の居住安定に関する施策との連携 

[現状と課題] 

介護保険の施設・居住系サービスでは、各コミュニティに「認知症対応型共同生活

介護事業所」が整備されていますが、更に増加が見込まれる認知症の人や介護者に対

応できるよう、新たな住まいの確保が必要です。介護保険サービス以外にも、高齢者

が居住できる施設（サービス付高齢者向け住宅や介護有料老人ホームなど）が市内に

増加しています。介護保険の施設整備に当たっては、需給バランスに留意する必要が

あります。 

年金仕送りなどの減少・喪失によって、生活保護の受給が開始される世帯が年々増

加しており、経済的理由や家庭環境により、自宅での生活が困難な高齢者が増えてい

くと予測されます。 

高齢者の重度化防止、自立支援及び介護負担軽減の一助として、住まいのバリアフ

リー化を行う際、その一部を給付しています。今後も在宅介護の増加により、その利

用は増えることが予想されます。 

また、高齢者がスムーズに住み替えられるよう不動産業者と連携することにとどま

らず、現在高齢者が所有している不動産の市場への流通を促進することで、住まいの

確保と空き家対策を同時に実現する試みなど、調査研究を進めます。 

 

[今後の方向性] 

認知症高齢者の増加が見込まれるため、新たに「認知症対応型共同生活介護事業所」

を１か所整備します。また、在宅介護に当たっては、住まいのバリアフリー化を支援

する介護保険住宅改修及び住宅改造事業の情報提供を促進します。 

都市計画課をはじめとした庁内関係各課と連携し、高齢者の住まいに関する事業の

展開について協議を進めます。 
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図表 45 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

37 
認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能

型居宅介護の整備 
○     

38 養護老人ホームの利用      

39 市内の不動産仲介業者との連携      

40 高齢者の居住安定に係る情報の提供      

 

 取 組 内 容 

37 

認知症対応型

共同生活介護

及び小規模多

機能型居宅介

護の整備 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

今後の認知症高齢者の増加が見込まれるため、認知症対応型

共同生活介護を１か所（２ユニット 18床）、小規模多機能型居

宅介護を１か所整備します。 

38 
養護老人ホーム

の利用 

地域での生活が困難となっている高齢者を対象に、養護老人

ホームの利用につなげます。 

39 
市内の不動産

仲介業者との連

携 

市内の不動産仲介業者と連携し、個人の持ち家としての住宅

取得や民間の賃貸住宅の安定的な供給の方策を検討します。 

40 
高齢者の居住

安定に係る情報

の提供 

個人の持ち家としての住宅や賃貸住宅に加えて、有料老人ホ

ームやサービス付き高齢者向け住宅などの高齢者向け住まい

の確保については、自分に合う住まい探しや住み替えの相談・

見学・仲介を無料で行うＮＰＯなどの情報提供を行います。 

 

 

（８）高齢者の権利擁護の推進 

[現状と課題] 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律では、「65歳以上

の高齢者に対する身体への暴行や、食事を与えないなどの長時間の放置、暴言などで

心理的外傷を与える行為、財産を家族らが勝手に処分するなどの行為等」を高齢者虐

待と定義し、虐待発見者による市町村への通報義務を規定しています。高齢者虐待の

防止に向けた取組を行うとともに、法に基づく制度の実効性を確保するため、虐待に

関する通報を受けた場合の体制整備はもとより、虐待早期発見・把握に努めつつ、成

年後見制度等による高齢者の権利擁護を推進していく必要があります。 

 

[今後の方向性] 

高齢者自身やその家族が権利擁護について理解を深めることができるよう、周知を

行います。また、権利擁護において支援が必要な高齢者等については、地域包括支援

センターを中心に関係機関と連携を図り対応を進めます。  
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[具体的な取組] 

図表 46 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

41 高齢者虐待の防止    ○  

42 高齢者の権利擁護の普及啓発    ○  

43 成年後見制度利用の促進    ○  

 

 取 組 内 容 

41 
高齢者虐待の

防止 

高齢者虐待の早期発見、虐待を受けた高齢者や養護者に対す

る支援を行うため、相談窓口の周知をはじめ、医療・介護・福

祉・司法・警察など各関係機関との連携による対応など、高齢

者の権利擁護に取り組みます。 

42 
高齢者の権利

擁護の普及啓

発 

市の広報やホームページ、研修会等のあらゆる機会を活用し

て、市民や養介護施設従事者、介護支援専門員などに向けた普

及啓発に取り組みます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

介護支援専門員対象の高齢者虐待防止研修会年１回（令和元

年度実績 年１回） 

43 
成年後見制度

利用の促進 

認知症などの判断能力の低下がみられる高齢者を詐欺などの

消費者被害や契約トラブルなどから保護するため、警察や消

費生活センターなどとの連携の下、講演会の開催や各種相談

などを通して、大野城市成年後見制度利用促進基本計画に基

づき成年後見制度活用の利用促進を図ります。（第６章 大野

城市成年後見制度利用促進基本計画（81～84 ページ）に取組

内容を記載しています。） 

 

 

（９）安全・安心なまちづくり 

[現状と課題] 

近年、日本各地で大規模な災害が頻発し、市民に大きな不安を与えています。本市

では、市内全域を対象にした「市民総ぐるみ防災訓練」を実施しており、各区におい

ても毎年１回避難訓練が行われています。災害発生時には、円滑かつ迅速に避難支援

ができるように避難行動要支援者名簿(*)を活用し、日頃の見守り活動や地域支援者

（民生委員・児童委員(*)、福祉委員(*)）との情報共有を行っています。 

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加も見込まれており、地域住民の日頃か

らのつながりを強めておくことも重要です。 

また、災害だけではなく、高齢者を狙った犯罪や、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大など、高齢者の安全・安心を脅かす状況は多岐にわたります。 

本市で暮らす高齢者が安全に安心して暮らせるよう取り組んでいく必要がありま

す。 
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[今後の方向性] 

地域において災害発生時に速やかな避難・救護活動が行えるよう、要援護者支援制

度の普及、防災訓練の実施など、関係部署と連携しながら、防災対策の支援に取り組

みます。 

なお、台帳には支援のために必要な個人情報を地域支援者などに提出することに同

意していただいた方のみを登録します。また、登録された個人情報は、大野城市個人

情報保護条例に基づき適切に保管します。 

介護保険施設とも連携し、実際に災害が起きたときに利用者の安全が確保できるよ

う、情報提供・助言などの支援を行います。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るとともに、新型インフルエンザ

等の発生に備え、介護サービス事業所等の感染症対策の支援を行います。 

 

[具体的な取組] 

図表 47 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

44 防災対策の支援      

45 避難・救護体制の強化      

46 感染症対策に係る体制整備      

47 
介護サービス事業所等における必要物資の備

蓄・調達体制の整備 
     

48 福祉避難所(*)の協定締結      

 

 取 組 内 容 

44 
防災対策の支

援 

地域において災害発生時に速やかな避難・救護活動が行える

よう、大野城市地域防災計画との調和に配慮しつつ、要援護者

支援制度の普及、防災訓練の実施など、関係部署と連携しなが

ら、防災対策の支援に取り組みます。 

45 
避難・救護体制

の強化 

自主防災組織や区、民生委員などとの共働の下、避難・救護体

制の強化を図ります。 

46 
感染症対策に

係る体制整備 

大野城市新型インフルエンザ等対策行動計画との調和に配慮

しつつ、介護サービス事業所等と連携し感染症対策について

の周知啓発を実施します。 

47 

介護サービス事

業所等における

必要物資の備

蓄・調達体制の

整備 

介護サービス事業所等における感染症の発生時に必要な物資

についての備蓄など、感染対策物品の確保についてあらかじ

め検討し、県、市、関係団体が連携して感染症発生時に備えま

す。 

48 
福祉避難所の

協定締結 

市と高齢者向けの社会福祉施設との間で、福祉避難所の協定

締結を進め、災害時に身体の状態により特に必要と認められ

た要援護高齢者の受入れを行います。 
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基本目標２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり 

高齢者にとって、生活習慣病の重症化や低栄養の状態は、認知症やＩＡＤＬ（買い

物や電話の応対、服薬管理などの日常生活動作）低下などのリスクとなり、医療や介

護につながる原因となります。 

また、高齢者は、閉じこもり状態が続くと心身の機能低下等を引き起こし、要介護

状態になったり、介護度が上がったりすることが考えられます。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査からは、主観的幸福感が高いほど要介護状態に

なるリスクが低下するという結果が得られ、生きがいづくりが介護予防につながる可

能性が示されています。生きがいのあるまちづくりには、高齢者が気軽に集い、多く

の人と触れ合うことができる憩いの場の創出が欠かせないことから、出会いの場の創

出に取り組むことにより、閉じこもりリスクのみならず、全てのリスク要因を低減さ

せることが期待できます。 

 

[市民と共に目指す行動目標] 

 バランスがとれた食事を心がけ、まわりの人と話し、触れ合う場を持ちま

しょう。 

 自分に合った好きな運動、楽しい運動を定期的に続けましょう。 

 定期的に健診・がん検診等や予防接種を受け、健康管理に努めましょう。 

 

 

（１）健康づくりの推進 

[現状と課題] 

令和元年度に行った介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果では、主観的健康感

は「良好である」と回答した人が 76.8％と多くを占めており、「良好でない」は 17.9％

と前回調査より 1.7ポイント増加しています。 

なお、主観的健康感が「良好でない」と回答した高齢者は、主観的幸福感も低い数

値を示しており、身体の健康状況の悪化は、心の健康状態の悪化にもつながるおそれ

があると考えられ、要介護状態になるリスクも高まります。 

また、現在治療中、又は後遺症のある病気については、「高血圧」が 39.7％と最も

高く、次いで「目の病気」、「その他」（17.2％）、「筋骨格の病気（骨粗しょう症、関

節症等）」（12.7％）、「高脂血症（脂質異常）」（12.3％）、「糖尿病」（12.1％）の順に

続きます。 

要介護状態になる原因は、主に脳血管疾患や認知症、高齢による衰弱といわれてお

り、それらを誘発する高血圧や脂質異常などの生活習慣病を解消することが重要です。 

高齢女性に特に多くみられる骨粗しょう症は骨折をしやすくなる病気の一つであ

り、寝たきりの原因にもなります。 

 

[今後の方向性] 

介護予防の観点からも、疾病の早期発見や生活習慣病の予防が極めて重要です。積

極的に健診を受診してもらうよう、あらゆる機会を捉えて受診勧奨を行います。健診

後は、健診結果により指導の必要な人に対し、生活習慣病の疾病予防・重症化予防の

保健指導を行います。 

壮年期からの疾病予防と健康づくりは、高齢になってからの介護予防に大きく影響

するため、若い世代の健診受診についても、受診勧奨を行い、早期からの生活習慣病
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対策を実施していきます。 

また、後期高齢者の保健事業について、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の

保健事業と一体的に実施することにより、フレイル（虚弱）状態の高齢者を適切な医

療や介護保険サービスにつなげ、生活習慣病の疾病予防・重症化予防及び介護予防の

促進を図ります。 

 

[具体的な取組] 

図表 48 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

49 特定健康診査の受診勧奨           

50 保健指導の実施           

51 がん検診の実施           

52 骨粗しょう症検診の受診勧奨           

53 健康教育の充実           

54 運動指導事業の充実           

55 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施           

56 データ活用の促進           

 

 取 組 内 容 

49 
特定健康診査

の受診勧奨 

特定健診による疾病の早期発見や生活習慣病の予防、介護予

防のため、積極的に受診してもらうよう、電話や個別通知での

勧奨など、あらゆる機会を捉えて受診を呼び掛けます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

受診率 40％（令和元年度実績 35.5％） 

50 
保健指導の実

施 

特定健診の結果から、保健指導を実施し、生活習慣病の予防・

介護予防につなげられるよう、継続的に支援していきます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

実施率 42％（令和元年度実績 30.2％） 

51 
がん検診の実

施 

がんの早期発見・早期治療を促進するため、健康パンフレット

や各種キャンペーンなどを通じて、制度の周知・啓発を推進

し、がん検診への受診行動につなげます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

受診者数 延べ 16,200人（令和元年度実績 16,103人） 

52 
骨粗しょう症検

診の受診勧奨 

骨粗しょう症を早期に発見し、適切な治療と重症化の予防に

つなげるため、骨粗しょう症検診の受診勧奨に努めます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

受診者数 190人 ※令和３年度から対象者変更予定 

（令和元年度実績 767人） 
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 取 組 内 容 

53 
健康教育の充

実 

生活習慣病対策として、主食・主菜・副菜がそろった栄養バラ

ンスのとれた食習慣を身につけるなど、健康教育の充実を図

り、高齢者の健康な体づくりに取り組みます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

健康教育実施数及び参加者数 100回、3,540人 

（令和元年度実績 67回、3,318人） 

54 
運動指導事業

の充実 

健康づくりのウォーキングの推進、身体を動かす機会の提供、

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の予防などを推進

します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

運動指導事業の参加者数 延べ 14,470人、実人数 1,127人（令

和元年度実績 10,849人、563人） 

55 

高齢者の保健

事業と介護予防

の一体的な実

施 

これまで本市で取組ができていなかった後期高齢者の保健事

業について、介護予防事業や国民健康保険の保健事業を一体

的に実施することにより、フレイル（虚弱）状態の高齢者を適

切な医療や介護保険サービスにつなげ、疾病予防・重症化予防

の促進を図ります。取組としては、後期高齢者医療広域連合が

市に委託をし、企画・調整等を担当する医療専門職と地域を担

当する医療専門職を市内に配置し、データ分析や訪問支援、通

いの場への参画により医療機関等による早期介入（個別支援）

や介護保険サービスにつなげる仕組みを構築します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

個別支援回数 127回（令和元年度実績 令和３年度からの新

規事業のため実績なし） 

56 
データ活用の促

進 

医療や介護、保健、健康分野等を統合したデーターベースを用

いて、地域課題についてデータ分析を行い、事業や施策へ反映

します。 

事業に当たっては、九州大学の研究機関と連携し、取組を進め

ます。 

 

 

（２）生きがいづくりと社会参加の促進 

[現状と課題] 

生きがいを持ちながら住み慣れた地域で生活することは、高齢者にとって最も大切

な目標の一つです。 

生きがいのあるまちづくりには、高齢者が気軽に集い、仲間と出会うことができる

憩いの場の創出が欠かせません。また、高齢者に多様な学びの場を提供することも、

高齢者の自己実現や社会参加の促進、生きがいづくりの重要な要素となります。 

本市では、高齢者向けの生涯学習講座（シニア大学「山城塾」）の実施、シニアク

ラブ等の活動支援、ハローワークやシルバー人材センターと連携した高齢者の雇用の

場の確保など、生きがいづくりと社会参加に関する取組を積極的に実施してきました。 
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果からは、地域の様々な活動に参加する意

向のある高齢者は５割を超えており（55.2％）、本市に住む多くの高齢者が地域づく

りに関わりたいと考えていることが分かります。 

また、企画・運営（お世話役）としての参加意向も約３割（32.8％）あり、一定の

人が地域づくりに関わりたいと考えていることが分かります。これらの高齢者の意向

を踏まえ、高齢者自身が地域づくりの一員となり、積極的に関わることができる体制

を整備する必要があります。 

一方で、高齢者人口の増加に反してシニアクラブの会員数は減少傾向にあります。

活動に関する周知など、これまでの取組を継続して行うとともに、会員数の獲得に向

けた取組を行っていく必要があります。 

 

[今後の方向性] 

シニア大学「山城塾」については、今後も引き続き事業を実施し、高齢者のニーズ

に応じた魅力ある講座内容の充実に努めます。 

また、シニアクラブについては、今後も活動支援や市の広報などによる活動の周知

を行い、加入促進の支援を行います。 

 

図表 49 地域の会・グループ活動等への参加意向 

 
※ 「参加意向あり」：「是非参加したい」、「参加してもよい」、「既に参加している」の合計 

（出典）：2019（令和元）年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

[具体的な取組] 

図表 50 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

57 シニア大学など生涯学習の充実   ○   

58 シニアクラブへの支援      
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 取 組 内 容 

57 
シニア大学など

生涯学習の充

実 

今後も事業を継続し、高齢者の学びのニーズに応じた、魅力あ

る講座内容の実施に努めるとともに、新規受講者やクラスサ

ポーター等の運営の担い手の確保に努めます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

シニア大学受講者数 320人（令和元年度実績 305人） 

58 
シニアクラブへ

の支援 

シニアクラブの活動支援や市の広報等を通じて、地域住民に

対する活動の周知を行い、加入促進の支援を行います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

シニアクラブ会員数 1,950人（令和元年度実績 1,944人） 
 
 

（３）働く場の確保 

[現状と課題] 

高齢者がはつらつと生きがいのある生活を送るためには、長い人生の中で培われた

知識や技能が日常生活や地域社会で発揮でき、社会の重要な構成員として活躍できる

ような社会づくりが必要です。 

全国的に労働人口が減少しており、高齢者の持つ知識と経験の活用が必要とされる

中、地域を支えるシルバー人材センターの存在や役割は非常に重要です。これまでシ

ルバー人材センターとのマッチング等にとどまっていた取組から一歩進め、県の雇用

促進センターとの連携を図り、就労を希望する高齢者と企業の雇用をつなぐ仕組みや

環境づくりについて検討するとともに、シルバー人材センターの活用拡大や雇用の場

の確保によって高齢者の働く場を確保していく必要があります。 
 

[具体的な取組] 

図表 51 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

59 シルバー人材センターの活用拡大           

60 雇用の場の確保           
 
 取 組 内 容 

59 
シルバー人材

センターの活

用拡大 

高齢者の生きがいづくり、健康づくり及び介護予防の観点か

らも、多くの高齢者が持つ知識と経験を生かして地域社会で

活躍してもらえるよう、市の広報などで活動の周知を行い、会

員の拡大に努めます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

シルバー人材センター会員数 400人（令和元年度実績 378人） 

60 
雇用の場の確

保 

就業意欲のある高齢者の雇用・就業ニーズを把握し、それまで

に培ってきた経験や知識を最大限活用できるよう、ハローワ

ークやシルバー人材センターと連携し、高齢者のニーズに合

った求人情報を提供するなど、雇用の場の確保に努めます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

求人情報の年間提供回数 24回（令和元年度実績 24回） 
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基本目標３ 地域で支え合う共働のまちづくり 

第６次大野城市総合計画によると、本市の人口は、2028（令和 10）年まで増加する

ものの、その後減少に転じることが見込まれています。一方、高齢者人口は 2045（令

和 27）年まで一貫して増加していく見込みであり、今後急激に高齢化が進行してい

くことで介護ニーズが増大していくことが予想されています。 

長年培ってきた技術・知識・経験を持つ高齢者が、地域社会の中で他世代と交わり

ながら自分らしく働き、遊び、学び、交流することを通じて、生きがいとやりがいを

持って社会的な役割を担い、貢献できるよう、相談支援体制の強化や地域での日常生

活や家族を支援する取組を推進します。 

また、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域ぐるみで住

民同士が支え合うことが重要です。 

 

[市民と共に目指す行動目標] 

 支える人と支えを受ける人に分かれるのではなく、共に支え合い、様々な

人々の能力が発揮される活力ある地域をつくりましょう。 

 ボランティアや区（自治会）・隣組（町内会）・コミュニティなどの活動に積

極的に参加しましょう。 

 

 

（１）地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

[現状と課題] 

制度・分野ごとの「縦割り」や、「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域

住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野

を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共

に創っていく社会を「地域共生社会」と定義しています。近年、介護と育児の問題を

同時に抱える人（ダブルケア）や 80代の親と働いていない 50代の子が同居する生活

困窮世帯（8050問題）、要介護状態の家族の介護を担わざるを得ない子どもや若者（ヤ

ングケアラー）など複合的な課題を抱える家族が増えており、従来の枠組みでは適切

な対応がしづらい事例が増加しています。 

支援を必要とする高齢者が増え続ける一方で、支え手となる現役世代が減少してい

くことから、公的サービスだけではなく、地域で暮らす人たちが共に支え合うことが

重要です。 

 

[今後の方向性] 

今後の超高齢社会では、「地域共生社会」の実現による福祉的な視点が必要不可欠

であるとともに、高齢福祉だけではなく、障がい、子育てを含め、あらゆる地域課題

に対応できる体制づくりを進めることが必要です。 
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[具体的な取組] 

図表 52 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

61 地域の総合相談窓口機能の充実           

62 共生型サービスの実施検討           

63 地域共生社会に係る包括的支援体制の構築         ○ 

 

 取 組 内 容 

61 
地域の総合相

談窓口機能の

充実 

身近な圏域に、住民からの相談を丸ごと受け止める窓口の設

置について検討します。高齢者が、住み慣れた地域で安心して

生活を送ることができるよう必要な支援が行える体制を検討

します。 

62 
共生型サービス

の実施検討 

介護保険又は障がい福祉のいずれかの指定を受けている事業

所の意向や、当事者及び関係団体の意見を十分に踏まえ、共生

型サービスの実施を継続して検討していきます。また、共生型

サービスの開始に伴い、介護従事者への負担増が懸念される

ことから、人材育成や研修等も含めた支援を検討します。 

63 
地域共生社会

に係る包括的支

援体制の構築 

地域共生社会の実現に向けて、関係部署と連携しながら包括

的支援体制の構築に関する調査研究を進めていきます。 

 

 

（２）地域における日常生活支援体制整備の推進 

[現状と課題] 

一人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯、認知症の人など、支援を必要とする高

齢者の増加に伴い、地域による見守りや安否確認、外出支援、家事援助など、ニーズ

が多様化しています。 

公的なサービスや既存のサービスでは対応できない新たなニーズについては、地域

での取組や助け合いの仕組みなどによる多種多様な対応が求められます。生活支援コ

ーディネーターが中心となり、地域のニーズや資源を把握し、それらの調整を推進し

ていくことが重要です。 

 

[今後の方向性] 

元気な高齢者などが生活支援の担い手として活躍できる地域を目指し、生活支援コ

ーディネーターや第１層協議体及び第２層協議体との連携の下、地域のニーズや資源

の把握、活動主体のネットワークの構築、地域資源の創出及びニーズとのマッチング

に取り組みます。 
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[具体的な取組] 

図表 53 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

64 地域のニーズや社会資源の把握     ○ 

 

 取 組 内 容 

64 
地域のニーズや

社会資源の把

握 

生活支援コーディネーターによる社会資源調査を実施し、高

齢者自らが活動できる場の把握を行い、生活支援の担い手と

して活動できるよう情報発信やマッチングを行います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

把握した社会資源の数 900件（令和元年度実績 831件） 

 

 

（３）地域における住民相互の支え合いの推進 

[現状と課題] 

大野城市では、昭和 42 年に地域の絆づくりの一環として「まどか運動」を実施し

たことを皮切りに、本格的にコミュニティによるまちづくりに着手し、約 50年の間、

本市の基盤を支える重要施策として取り組んできました。 

しかしながら、少子高齢化や住民ニーズの多様化など、地域コミュニティを取り巻

く環境の変化に伴う新たな課題の解決が必要です。地区コミュニティごとに設置され

た第２層協議体において、日常生活支援に関する協議を進め、第１層協議体と連携し

ながら、互助活動が活性化した地域づくりを推進していく必要があります。 

 

[今後の方向性] 

既に取組が行われている地域の中での支え合い活動の充実を図ります。また、第２

層協議体における協議を進め、第１層協議体との連携を図り、住民相互で助け合いな

がら、住み慣れた地域で暮らし続けることができるように取組を進めていきます。 

 

[具体的な取組] 

図表 54 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

65 「ふれあい号」「おげんき号」との連携      

66 「使ってバンク」との連携      

67 

「買い物代行ごきげんお届け便」(*)「ふれあい

市場(*)（移動販売）（南コミュニティ）」との

連携 

     

68 第２層協議体の安定化、活性化     ○ 
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 取 組 内 容 

65 
「ふれあい号」

「おげんき号」と

の連携 

コミュニティ運営協議会と市の共働事業である、南地区高齢

者移動支援事業「ふれあい号」や、東地区高齢者移動支援事業

「おげんき号」と連携し、買い物や通院など移動が不自由な高

齢者に情報提供を行います。 

66 
「使ってバンク」

との連携 

各コミュニティのパートナーシップ活動支援センターにおい

て、ＮＰＯ法人共働のまち大野城が実施している「使ってバン

ク」と連携を図り、高齢者の日常生活のちょっとした困りごと

の解決に向けて情報提供を行います。 

67 

「買い物代行ご

きげんお届け

便」「ふれあい

市場 （移動販

売）（南コミュニ

ティ）」との連携 

ＮＰＯ法人共働のまち大野城、大野城市及びイオン大野城の三者

により共働事業として実施している「買い物代行ごきげんお届け

便」や、南地区コミュニティ運営協議会が実施し、市が支援してい

る「ふれあい市場（移動販売）」と連携し、買い物が不自由な高齢

者に情報提供を行います。 

また、移動販売の取組については、他地区においても展開できな

いか調査研究を行います。 

68 
第２層協議体の

安定化、活性化 

第２層協議体で協議された内容や地域の生活課題等を関係者

間で共有するとともに、地域の状況に応じた対応を検討し、全

地区で整備された第２層協議体の安定化、活性化を図ります。 
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第６章 大野城市成年後見制度利用促進基本計画 

 

１ 成年後見制度利用促進基本計画策定の背景 

「成年後見制度」とは、認知症や障がい等により判断能力が不十分な高齢者や

障がい者に代わり、成年後見人等が財産管理等を行うことで、本人の権利を守り

生活を支援するための制度です。 

しかしながら、判断能力の不十分な高齢者等を支える重要な手段であるにもか

かわらず、制度や相談窓口の周知不足などから十分に利用されていないこと、後

見等の開始後に本人やその親族・後見人を支援する体制が十分に整備されていな

いことなど、成年後見制度の利用について、様々な課題が挙げられています。 

このような状況から、国は成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進することを目的として、「成年後見制度の利用の促進に関する法律

（以下「促進法」という。）を平成 28年４月 15日に公布し、同年５月 13日に施

行しました。 

さらに、この促進法に基づき、「成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計

画」という。）が平成 29年３月 24日に閣議決定されました。 

   本市では、これまで高齢者等の成年後見制度の利用支援に関して「大野城市高

齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画」、「第２期大野城市地域福祉活動にお

ける市民活動推進計画」、「第５期大野城市障がい福祉計画・第１期大野城市障がい

児福祉計画」にそれぞれ位置づけ、取組を進めています。 

   今回、国の基本計画に基づいた本市高齢者等の成年後見制度の利用促進に関す

る施策の推進を図るため、「大野城市成年後見制度利用促進基本計画（以下「本市

基本計画」という。）として、「大野城市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業

計画」、「第３期大野城市地域福祉活動における市民活動推進計画」、「第６期大野城

市障がい福祉計画・第２期大野城市障がい児福祉計画」と一体的に策定することと

しました。 

 

２ 本市基本計画の基本方針 

本市の人口推計から、高齢者人口は今後も増加する見込みであり、これに伴

い、認知症高齢者のほか、身寄りのない高齢者や虐待を受ける高齢者が増加する

ことが予想され、成年後見制度への需要の増大が見込まれます。 

このことから、本市基本計画では、誰もが住み慣れた地域で、地域の人々と支

え合いながら、尊厳を持ってその人らしい生活を継続することができることを目

的とし、成年後見制度の利用が必要な人が、本人らしい生活を守るための制度と

して利用できるよう、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築することを目

標に取組を進めます。 

なお、高齢者の権利擁護支援の具体的取組は、第５章 基本目標１（８）高齢者

の権利擁護の推進（69～70ページ）に取組内容を記載しています。 
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３ 成年後見制度利用促進のための具体的な取組 

親族、福祉・医療・地域等の関係者等が一体となり、「権利擁護支援の必要な人

の発見・支援」、「早期の段階からの相談や対応体制の整備」、「意思決定支援や身

上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」を目指します。 

 

基本施策１ 権利擁護支援のための「地域連携ネットワーク」の構築 

権利擁護支援が必要な人の支援体制を構築するため、保健・医療・福祉の

連携に司法も含めた仕組みとして、「チーム」、「協議会」、「中核機関」を構成

要素とした、地域連携ネットワークの構築に向け協議を進めます。 

 

図表 55 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

69 本人を中心としたチームの形成    ○  

70 協議会の整備    ○  

71 
成年後見制度利用促進の中核となる機関の設

置・運営 
   ○  

 

 取 組 内 容 

69 
本人を中心とし

たチームの形成 

権利擁護支援が必要な人について、本人の状況に応じ、後見等

開始前においては本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係

者が、後見等開始後はこれに後見人が加わる形で「チーム」と

して関わる体制づくりを進め、法定な権限を持つ後見人と地

域の関係者等が協力して日常的に本人を見守り、本人の意思

や状況をできる限り継続的に把握し対応する仕組みづくりを

進めます。 

70 協議会の整備 

既存の組織を活用し、各種専門職団体や関係機関の協力・連携

強化を協議する協議会等の設置を進め、個別の協力活動の実

施やケース会議の開催等を通し、多職種間での更なる連携を

図ります。 

71 

成年後見制度

利用促進の中

核となる機関の

設置・運営 

権利擁護支援の地域連携ネットワークを整備し、協議会等を

適切に運営していくためには、その中核となる機関が必要と

なります。中核機関は、様々なケースに対応できる法律や福祉

等の専門知識、及び地域の専門職や各関係機関との関係構築

により円滑な運営を図りながら、地域における連携・対応強化

の推進役を担うことが期待されています。中核機関の設置に

当たって、既存の組織を活用した設置を検討し整備を進めま

す。 
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図表 56 地域連携ネットワークのイメージ図 

 
（出典）内閣府「地域連携ネットワークのイメージ」 

 

基本施策２ 相談支援体制の充実 

成年後見制度の利用を促進するために、制度の周知や啓発、相談窓口の明

確化など、中核機関を中心に相談支援体制の充実に努めます。 

 

図表 57 各取組の介護保険事業（Ｐ56 に凡例）における位置付け 

NO 取組 ① ②-1 ②-2 ③ ④ 

72 成年後見制度の広報・啓発活動    ○  

73 相談窓口の明確化と早期支援    ○  

74 意思決定支援・後見人等の担い手の確保    ○  

75 身上保護の充実・後見人支援    ○  

76 成年後見制度の利用に関する助成制度の在り方    ○  

77 不正防止効果    ○  

 

 取 組 内 容 

72 
成年後見制度

の広報・啓発活

動 

成年後見制度が、本人の生活を守り、権利を擁護する重要な手

段であることなど、制度の特長や留意点に関する啓発に努め、

制度の理解促進を図ります。また、地域において権利擁護に関

する支援が必要な人の発見に努め、速やかに必要な支援につ

なげます。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

市民対象の講演会の開催 年１回（令和元年度実績 １回開催） 
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 取 組 内 容 

73 
相談窓口の明

確化と早期支援 

成年後見制度の利用について、早期の段階から身近な地域で

相談できるよう、窓口等の体制を整備します。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

成年後見制度に関する相談件数 延べ 170件（令和元年度実績 

延べ 162件） 

74 
意思決定支援・

後見人等の担

い手の確保 

本人の意向確認とともに必要な支援内容を把握し、本人にと

って望ましい後見人等が選任されるような体制の在り方につ

いて協議を進めます。また、成年後見制度の利用促進を踏まえ

た需要に対応していくために、支援の担い手となる市民後見

人の候補者の養成が求められていることから、養成研修の実

施に関しては、今後、調査研究を行うこととします。 

75 
身上保護の充

実・後見人支援 

後見人が本人の意思を尊重した身上保護を円滑に行うことが

できるよう、「チーム」による支援を推進します。また、親族

後見人等が安心して後見業務に取り組むことができるような

相談体制の在り方や、意思決定支援や身上保護を重視した後

見等活動が円滑に行われるための後見人支援の在り方につい

て、協議を進めます。 

76 

成年後見制度

の利用に関する

助成制度の在り

方 

成年後見制度利用支援事業に基づき、成年後見制度を利用し

たくても、自ら申し立てることが困難な場合や、申し立てる親

族がいない場合、また成年後見人等の報酬を負担できない場

合などで、制度を利用できない高齢者に対し、申立の支援や助

成等を実施し、利用の支援を行います。 

【第８期（2023（令和５）年度末）の数値目標】 

成年後見制度市長申立て件数 10件（令和元年度実績 １件） 

77 不正防止効果 

地域連携ネットワーク及び中核機関の設置に伴い、親族を含

めた後見人を支援する体制を整備することで、不正を防止す

る効果が期待されています。 
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第７章 介護サービス等の量の見込みと介護保険料    

（第８期介護保険事業計画） 

介護保険事業に関する費用は、国、県、市、被保険者（住民）が、それぞれの負担割

合に応じて負担することになっています。そのため、介護保険事業を円滑に運営するた

めには、介護保険事業の給付費を適切に推計し、必要な介護保険料を設定する必要があ

ります。本章では、第８期計画において必要な保険料を設定します。 

 

１ 介護保険事業の推計の概要 

厚生労働省が作成した地域包括ケア「見える化」システムの活用により、第８

期計画中（令和３年度～５年度）及び 2025（令和７）年度、2040（令和 22）年度

における各サービスの見込み量や給付費を推計しました。推計の流れは、図表 58

のとおりです。 

図表 58 介護保険事業量・給付費の推計の流れ 

介護保険事業量・給付費の推計手順 

■ 被保険者及び要介護等認定者数の推計  

高齢者人口の推計と直近の要介護等

認定率から、将来の要介護等認定者

数を推計します。 

 

■ 施設・居住系サービス利用者数の推計 

施設・居住系サービスの給付実績を

基に、施設・居住系サービス利用者

数（利用見込量）を推計します。 

 

■ 居宅サービス対象者数の推計 

居宅サービスの利用実績を基に、認

定者数から施設・居住系サービス利

用者数を除いた標準的居宅サービス

等受給対象者数を推計します。 

 

■ 居宅サービス利用見込量の推計 

居宅サービス・地域密着型サービス・介護

予防サービス・地域密着型介護予防サービ

ス対象者数に各サービスの利用率、利用者

１人当たり利用回数（日数）等を勘案し

て、各サービスの利用量を推計します。 

 

■ 給付費の推計 

将来のサービス利用量に、施設・居住系

サービスの場合は給付実績を基に１月当

たりの平均給付費を、居宅サービスの場

合は１回（日）当たり平均給付費をそれ

ぞれ乗じて給付費を算定します。 
 

 

１ 被保険者数の推計

２ 要介護等認定者数の推計

３ 施設・居住系サービス利用
者数（利用見込量）の推計

４ 居宅サービス
対象者数の見込み

５ 居宅サービス
利用見込量の推計

６ サービス事業量、事業費、
総給付費の推計

利用率、利用量
供給率等

サービス別給付費
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２ 被保険者数の推計 

（１）人口推計 

① 年齢階層別人口 

本市の高齢者数は年々増加傾向にあります。平成 30年度では 21,229人であった高齢

者数は 2035（令和 17）年度では 25,831人、2040（令和 22）年度には 27,520人となり、

平成 30年度から 22年間で約 1.3倍になる見込みです。 

 第７期 第８期  （単位：人） 

2018 

（平成 30） 

年度 

2019 

（令和元） 

年度 

2020 

（令和２） 

年度 

2021 

（令和３） 

年度 

2022 

（令和４） 

年度 

2023 

（令和５） 

年度 

 2025 

（令和７） 

年度 

2040 

（令和 22） 

年度 

総数 21,229 21,602 22,079 22,434 22,692 23,033  23,547 27,520 

 前期高齢者 11,420 11,467 11,712 11,845 11,542 11,300  10,728 13,060 

 後期高齢者 9,809 10,135 10,367 10,589 11,150 11,733  12,819 14,460 

※ 2018（平成 30）年度から 2020（令和２）年度までは住民基本台帳（各年９月末現在）、2021（令和

３）年度から 2025（令和７）年度までは直近５年間の住民基本台帳人口（各年９月末現在）を基に

コーホート変化率を用いて推計、2040（令和 22）年度は第６次大野城市総合計画の人口推計結果（各

年４月１日現在） 

② 被保険者数（各年度 9 月末） 

 第７期 第８期  （単位：人） 

2018 

（平成 30） 

年度 

2019 

（令和元） 

年度 

2020 

（令和２） 

年度 

2021 

（令和３） 

年度 

2022 

（令和４） 

年度 

2023 

（令和５） 

年度 

 2025 

（令和７） 

年度 

2040 

（令和 22） 

年度 

総数（被保険者数） 55,916 56,503 57,389 57,914 58,386 58,881  59,741 58,967 

 第１号被保険者 21,229 21,602 22,079 22,434 22,692 23,033  23,547 27,520 

 第２号被保険者 34,687 34,901 35,310 35,480 35,694 35,848  36,194 31,447 
 

（２）要介護等認定者数の推計（２号被保険者含む） 

要介護等認定者数の実績（要介護度別の出現率）を基に、各計画年度におけ

る要支援・要介護度別の認定者数を推計しました。 

本市における要介護等認定者数は年々増加傾向にあります。2040（令和 22）年

度の要介護等認定者数は5,354人となり、平成30年度の約1.6倍になる見込みです。 

 第７期 第８期  （単位：人） 

2018 

（平成 30） 

年度 

2019 

（令和元） 

年度 

2020 

（令和２） 

年度 

2021 

（令和３） 

年度 

2022 

（令和４） 

年度 

2023 

（令和５） 

年度 

 2025 

（令和７） 

年度 

2040 

（令和 22） 

年度 

総数 3,270 3,303 3,402 3,531 3,682 3,817  4,031 5,354 

 要支援１ 543 513 579 600 625 646  683 851 

要支援２ 559 613 590 611 637 657  695 886 

要介護１ 562 612 650 677 709 735  781 1,036 

要介護２ 532 523 511 529 552 574  609 819 

要介護３ 375 363 384 399 416 431  452 619 

要介護４ 431 413 445 463 483 504  529 755 

要介護５ 268 266 243 252 260 270  282 388 
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３ サービス体系 

本市では以下に挙げる介護保険サービスを提供します。 

（１）サービスの種類 

サービスの種類 

保
険
給
付 

介護給付 

 

居宅サービス 

訪問介護 短期入所生活介護 

訪問入浴介護 短期入所療養介護 

訪問看護 特定施設入居者生活介護 

訪問リハビリテーション 福祉用具貸与 

居宅療養管理指導 特定福祉用具販売 

通所介護 住宅改修費支給 

通所リハビリテーション  

地域密着型サービ

ス 

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護 

認知症対応型共同生活介護 

夜間対応型訪問介護 
地域密着型特定施設入居者
生活介護 

地域密着型通所介護 
地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護 

認知症対応型通所介護 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護  

施設サービス 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

介護医療院 

予防給付 

 

介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 介護予防短期入所療養介護 

介護予防訪問看護 介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防訪問リハビリテー
ション 

介護予防福祉用具貸与 

介護予防居宅療養管理指導 介護予防特定福祉用具販売 

介護予防通所リハビリテー
ション 

介護予防住宅改修費支給 

介護予防短期入所生活介護  

地域密着型介護予

防サービス 

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 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

その他 

 その他のサービス 居宅介護支援（介護予防支援） 
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サービスの種類 

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 
訪問サービス（国基準） 訪問型サービスＢ 

訪問型サービスＡ 訪問型サービスＣ 

通所型サービス 
通所サービス（国基準） 

通所型サービスＣ（まどかス
クール） 

通所型サービスＡ  

介護予防ケアマネジメント 

一般介護予防事業 

 

介護予防把握事業 基本チェックリストの実施 

介護予防普及啓発

事業 

音楽サロン 足元気教室 

健康づくりミニデイ シニア大学「山城塾」 

地域介護予防活動

支援事業 
介護予防ボランティア事業  

包
括
的
支
援
事
業
及
び
任
意
事
業 

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

 地域包括支援センターの運営 

任意事業 

 

介護給付費適正化

事業 
ケアプランチェック事業  

家族介護支援事業 

家族介護教室 
在宅ねたきり高齢者等介護
手当 

徘徊高齢者等位置検索サー
ビス事業 

 

その他の事業 

成年後見制度利用支援事業 福祉用具・住宅改修支援事業 

介護サービス相談員派遣事
業 

緊急まどかコール 

配食サービス  

包
括
的
支
援
事
業 

包括的支援事業（社会保障充実分） 

 

在宅医療・介護連携推進事業 

生活支援体制整備事業 

認知症初期集中支援推進事業 

認知症地域支援・ケ

ア向上事業 

「みんなで支えよう認知症」講演会 

筑紫地区ものわすれ相談事業 

ケアマネジメント調整会議開催事業 

市
町
村
特
別
給
付 

市町村特別給付 

 

介護用品給付サービス事業 
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（２）サービスの内容 

①保険給付 

サービス名 サービスの内容 

訪問介護 訪問介護員（ホームヘルパー）などが家庭を訪問して、

食事・入浴・排せつなどの身体介護、調理・洗濯・掃除

などの日常生活上の援助をします。 

訪問入浴介護・介護予防訪問入

浴介護 

介護職員と看護職員が移動入浴車などで家庭を訪問し、

入浴の介助をします。 

訪問看護・介護予防訪問看護 疾患などを抱えている人へ、訪問看護ステーションや病

院・診療所の看護師などが、家庭を訪問して、療養上の

世話や必要な診療の補助を行います。 

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 

病院・診療所又は介護老人保健施設の理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士が家庭を訪問して理学療法・作業療

法などのリハビリテーションを行います。 

居宅療養管理指導・介護予防居

宅療養管理指導 

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが通院困難な

利用者に対し、心身の状況と環境などを把握し、療養上

の管理や指導をします。 

通所介護 デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴・排せつ

などの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行

います。 

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 

介護老人保健施設や病院・診療所に通い、食事・入浴・

排せつなどの介護や、生活機能向上のためのリハビリテ

ーションを日帰りで行います。 

短期入所生活介護・介護予防短

気入所生活介護 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間

入所している人へ、日常生活上の支援や機能訓練などを

行います。 

短期入所療養介護・介護予防短

期入所療養介護 

介護老人保健施設などに短期間入所し、日常生活上の支

援や機能訓練などを行います。 

特定施設入居者生活介護・介護

予防特定施設入居者生活介護 

介護付有料老人ホームなどに入居している人へ、日常生

活の世話、機能訓練などを行います。 

福祉用具貸与・介護予防福祉用

具貸与 

日常生活の自立を助けるための福祉用具の選定の援助・

取り付け・調整を行い、貸与します。 

特定福祉用具販売・特定介護予

防福祉用具販売 

福祉用具のうち、入浴や排せつに用いる貸与になじまな

い性質の特定福祉用具の購入費を支給します。 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護 

重度者をはじめとした要介護認定者の在宅生活を支え

るため、日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通

報により家庭を訪問し、食事・入浴・排せつなどの介護

や、日常生活上の緊急時の対応を行います。 

夜間対応型訪問介護 夜間に定期的な巡回又は通報により、介護福祉士などが

利用者の家庭を訪問し、食事・入浴・排せつなどの介護

や日常生活上の支援、緊急時の対応などを行います。 

地域密着型通所介護 定員が 18 人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入

浴・排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などを日

帰りで行います。 
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サービス名 サービスの内容 

認知症対応型通所介護・介護予

防認知症対応型通所介護 

認知症の人へ、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓

練などを日帰りで行います。 

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 

施設への通いを中心として、利用者の選択に応じて、家

庭への訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能な支援

を行います。 

認知症対応型共同生活介護・介

護予防認知症対応型共同生活介

護 

認知症の人が共同生活する住居で、家庭的な環境と地域

住民との交流のもと、食事・入浴・排せつなどの介護や

機能訓練などを行います。 

地域密着型特定施設入居者生活

介護 

定員が 29 人以下の介護付有料老人ホームで、食事・入

浴・排せつなどの介護や日常生活上の支援、機能訓練な

どを行います。 

地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護 

定員が 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）で、介護や日常生活上の世話、機能訓練

などを行います。 

看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせるこ

とで、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護の

ケアを提供します。 

介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム） 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所してい

る要介護認定者に対し、施設サービス計画に基づいて、

食事・入浴・排せつなどの介護、その他の日常生活上の

支援、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

介護老人保健施設 介護老人保健施設に入所している要介護認定者に対し、

施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理のもと、

介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の支

援を行います。 

介護療養型医療施設 急性期の治療を終え、長期間にわたる療養が必要な人が

対象です。医学的な管理のもとで介護や機能訓練などが

受けられます。 

介護医療院 日常的な医学管理が必要な重度介護者を受入れるため

の施設です。長期療養のための医療と日常生活上の介護

などを一体的に受けられます。 

居宅介護支援・介護予防支援 居宅サービス・地域密着型サービスなどを適切に利用で

きるように、ケアマネジャーが利用者や家族の相談に応

じアドバイスを行い、ケアプラン（介護サービス計画）

を作成します。居宅サービス・地域密着型サービスなど

を適切に利用できるように、ケアマネジャーが利用者や

家族の相談に応じアドバイスを行い、ケアプラン（介護

サービス計画）を作成します。 

住宅改修費支給・介護予防住宅

改修費支給 

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った

ときに、改修費を支給します。 
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②介護予防・生活支援サービス事業 
サービス名 サービスの内容 

訪問サービス（国基準） ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴・排泄・食事など

の身体介護や調理・洗濯などの生活援助を行います。 

訪問型サービスＡ 市が定める研修修了者が調理・洗濯などの生活援助を行

います。 

訪問型サービスＢ 市が指定する研修を受けたシルバー人材センターの会

員などが自宅を訪問し、軽度の生活支援を行います。 

訪問型サービスＣ 管理栄養士、歯科衛生士が自宅を訪問して、栄養改善や

口腔のお手入れを指導します。 

通所サービス（国基準） デイサービスで、食事・入浴などの日常生活上の支援や

機能訓練を行います。本人の状態に応じて、個別機能訓

練や食事についての指導（栄養改善）、口の中の手入れ

方法や咀しゃく・飲み込みの訓練（口腔機能向上）など

のサービスも利用できることがあります。 

通所型サービスＡ 

通所型サービスＣ（まどかスク

ール） 

指定の事業所に通所して、介護予防のための運動をする

教室です。 
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４ 介護サービスの見込量 

（１）介護サービス給付費及び事業量の見込み 

① 居宅サービス 
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② 地域密着型サービス等 
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③ 施設サービス 

 
 

【留意点】 

 介護療養型医療施設は、令和５年度までに介護医療院などへ転換することとされ

ています。第８期計画では、他施設への転換を含めたサービス見込量を算定しま

す。 

 介護療養型医療施設は、転換に伴い既存入所者が適切な介護を受けられなくなる

ことがないようにするため、転換施設について本市が協力して対応することが必

要です。 

 

④ 居宅介護支援 

 
 

  

2021
(令和3)
年度

2022
(令和4)
年度

2023
(令和5)
年度

2025
(令和7)
年度

2040
(令和22)

年度

給付費（千円） 192,286 200,814 210,057 218,926 300,031

人数（人） 1,118 1,167 1,220 1,275 1,742

合計 給付費（千円） 192,286 200,814 210,057 218,926 300,031

第８期

居宅介護支援
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（２）介護予防サービス給付費及び事業量の見込み 

① 介護予防サービス 
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② 地域密着型介護予防サービス 

 
 

③ 介護予防支援 
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（３）施設整備等予定一覧 

第８期計画期間では、次のように介護保険サービス基盤の整備を計画します。 

なお、「介護離職ゼロ」に向けたサービス推進のための整備量を含みます。 

施設種別 

整備量 

合計 
整備量・整備年度 

（着工年度）の考え方 
2021 

（令和３） 

年度 

2022 
（令和４） 

年度 

2023 
（令和５） 

年度 

広域型特別養護老人ホー

ム（介護老人福祉施設）

※定員 30人以上 

－ － － － 整備予定なし 

地域密着型特別養護老人

ホーム（地域密着型介護

老人福祉施設）※定員 29

人以下 

－ － － － 整備予定なし 

介護老人保健施設 － － － － 整備予定なし 

介護医療院 － － 53床 53床 介護療養型医療施設等

からの転換分 

軽費老人ホーム（旧ケア

ハウス） 

－ － － － 整備予定なし 

養護老人ホーム － － － － 整備予定なし 

認知症対応型共同生活介

護 

18床 － － 18床 第７期未実施分（１ユ

ニット９床）を含む２

ユニットの整備を令和

３年度に見込む 

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

－ － １か所 １か所 令和５年度に１か所設

置 

小規模多機能型居宅介護 １か所 － － １か所 第７期未実施分とし

て、令和３年度に１か

所（宿泊：９人、通

所：15人）の整備を見

込む 

看護小規模多機能型居宅

介護 

－ － － － 整備予定なし 

特定施設入居者生活介護 

（混合型特定入居者生活

介護） 

－ － １か所 １か所 令和５年度に１か所

（60床）の整備を見込

む 
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（４）地域支援事業の給付費、費用及び事業量の見込み 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

 

第８期    
2021 

（令和３） 

年度 

2022 
（令和４） 

年度 

2023 
（令和５） 

年度 

 

2025 

(令和７) 

年度 

2040 

(令和 22) 

年度 

訪問サービス 
（国基準） 

給付費（千円） 27,189 28,398 29,727  31,596 39,720 

人数（人） 121 126 132  142 178 

訪問型サービスＡ 
給付費（千円） 19,712 20,588 21,552  21,772 27,370 

人数（人） 199 208 218  221 278 

訪問型サービスＢ 
給付費（千円） 1,188 1,274 1,361  1,361 1,622 

人数（人） 21 23 25  27 40 

訪問型サービスＣ 
給付費（千円） 255 255 255  473 562 

人数（人） 10 12 14  20 24 

通所サービス 
（国基準） 

給付費（千円） 148,180 154,766 162,010  163,770 205,880 

人数（人） 596 622 652  663 834 

通所型サービスＡ 
給付費（千円） 3,852 4,023 4,211  5,221 5,688 

人数（人） 30 32 33  39 52 

通所型サービスＣ 
給付費（千円） 2,154 2,154 2,154  3,240 3,857 

人数（人） 45 48 51  66 78 

介護予防ケアマネ
ジメント 

給付費（千円） 45,273 46,483 47,814  52,156 62,100 

人数（人） 485 507 531  579 689 
その他の介護予
防・日常生活総合
事業費 

費用（千円） 844 954 1,065  1,321 1,574 

 

② 一般介護予防事業 

 

第８期    
2021 

（令和３） 

年度 

2022 
（令和４） 

年度 

2023 
（令和５） 

年度 

 

2025 

(令和７) 

年度 

2040 

(令和 22) 

年度 

基本チェックリス
トの実施 

費用（千円） 2,430 2,430 2,430  2,737 3,258 

件数（件） 3,000 3,000 3,000  3,360 3,998 

音楽サロン 
費用（千円） 4,191 4,341 4,341  5,661 6,742 

回数（回） 19 20 20  26 31 

健康づくりミニデ
イ 

費用（千円） 1,329 1,372 1,372  1,785 2,126 

回数（回） 124 128 128  166 198 

足元気教室 
費用（千円） 1,888 1,958 1,958  2,537 3,021 

回数（回） 12 13 13  17 20 

シニア大学「山城
塾」 

費用（千円） 1,714 1,714 1,714  2,308 2,748 

講座数（個） 20 20 20  22 25 

介護予防ボランテ
ィア事業 

費用（千円） 340 475 250  331 408 

人数（人） 185 190 195  205 280 

その他の一般介護
予防事業 

費用（千円） 436 449 449  555 643 
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③ 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

 

第８期    
2021 

（令和３） 
年度 

2022 
（令和４） 

年度 

2023 
（令和５） 

年度 
 

2025 
(令和７) 
年度 

2040 
(令和 22) 

年度 

地域包括支援セン
ターの運営 

費用（千円） 83,560 83,560 83,560  90,652 109,639 

箇所（数） 4（委託） 4（委託） 4（委託）  4（委託） 4（委託） 
 

④ 任意事業 

 

第８期    
2021 

（令和３） 
年度 

2022 
（令和４） 

年度 

2023 
（令和５） 

年度 
 

2025 
(令和７) 
年度 

2040 
(令和 22) 

年度 

ケアプランチェッ
ク事業 

費用（千円） 2,394 2,394 2,394  4,070 4,923 

件数（件） 120 120 120  200 250 

家族介護教室 
費用（千円） 252 252 252  428 518 

回数（回） 8 8 8  12 16 

徘徊高齢者等位置
検索サービス事業 

費用（千円） 90 90 90  153 185 

件数（件） 15 15 15  17 22 

在宅ねたきり高齢
者等介護手当 

給付額（千円） 336 336 336  571 691 

人数（人） 2 2 2  3 4 

成年後見制度利用
支援事業 

費用（千円） 1,728 1,728 1,728  2,938 3,553 

回数（回） 8 8 8  10 15 

介護サービス相談
員派遣事業 

費用（千円） 2,633 2,633 2,633  4,476 5,414 

回数（回） 460 460 460  700 840 

配食サービス 
費用（千円） 6,414 6,414 6,414  10,905 13,188 

人数（人） 168 168 168  285 340 

福祉用具・住宅改
修支援事業 

費用（千円） 20 20 20  34 40 

件数（件） 10 10 10  17 20 

緊急まどかコール 
費用（千円） 4,922 5,586 5,995  10,191 12,326 

件数（件） 75 105 115  185 205 

その他の任意事業 費用（千円） 259 259 259  440 532 
 

⑤ 包括的支援事業（社会保障充実分） 

 

第８期    
2021 

（令和３） 
年度 

2022 
（令和４） 

年度 

2023 
（令和５） 

年度 
 

2025 
(令和７) 
年度 

2040 
(令和 22) 

年度 

在宅医療・介護連
携推進事業 

費用（千円） 3,005 3,083 3,071  3,071 3,071 

生活支援体制整備
事業 

費用（千円） 16,765 16,765 16,765  18,765 19,565 

認知症初期集中支
援推進事業 

費用（千円） 4,049 4,049 4,049  4,289 4,529 

人数（人） 50 50 50  60 110 
筑紫地区ものわす
れ相談事業 

費用（千円） 60 60 60  60 60 

「みんなで支えよ
う認知症」講演会 

費用（千円） 145 205 205  205 205 

回数（回） 1 1 1  1 1 

ケアマネジメント
調整会議開催事業 

費用（千円） 810 810 810  960 1,160 

回数（回） 20 20 20  24 30 

その他の包括的支
援事業 

費用（千円） 7,688 7,688 7,688  11,532 15,376 
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（５）市町村特別給付の費用及び事業量の見込み 

市町村特別給付は、法令で定められた保険給付（法定給付）以外の市独自のサービス

のことをいいます。また、市町村特別給付に係る費用は、全て第１号被保険者の保険料

で賄うこととされています。 

 

① 介護用品給付サービス事業 

 

第８期    

2021 
（令和３） 

年度 

2022 
（令和４） 

年度 

2023 
（令和５） 

年度 

 

2025 

(令和７) 

年度 

2040 

(令和 22) 

年度 

介護用品給付サー

ビス事業 

費用（千円） 16,341 16,700 17,000  17,600 22,100 

人数（人） 461 477 485  500 630 
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５ 介護保険料の算定 

（１）介護保険料算出の流れ 

第１号被保険者の介護保険料算出までの流れは、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■第１号被保険者負担額の計算 

 令和３年度から令和５年度までの計算された介護保険費用のうち、第１
号被保険者の実質的な負担となる額を計算します。 

■保険料の基準月額の算出 

被保険者（所得段階補正）、予定収納率などから、第１号被保険者の
令和３年度から令和５年度までの基準額を計算します。 

■標準給付費見込額の推計 

 各費用を個別に推計し、令和３年度から令和５年度までの標準給付費見込

額を推計します。 

 

居宅サービス給付費 施設サービス給付費 

地域密着型サービス給付費 

介護予防サービス給付費 

・特定入所者介護サービス費 
・高額介護サービス費 
・高額医療合算介護サービス費 
・審査支払手数料 

〈
保
険
料
算
出
の
基
礎
と
な
る
費
用
〉 

■地域支援事業費の推計 

■市町村特別給付の推計 

 令和３年度から令和５年度までの給付費見込額を推計します。 
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（２）介護保険事業に係る給付費等の見込み（まとめ） 

高齢者人口や要介護等認定者数、介護サービス量の見込み等を基に算定した

令和３年度から令和５年度までの３か年の給付費等の総額は、約 176 億円にな

る見込みです。 

この見込み額が、令和３年度から令和５年度までの第１号被保険者の保険料

の算定基礎となります。 

 

（単位：円） 
2021 

(令和３) 
年度 

2022 
(令和４) 
年度 

2023 
(令和５) 
年度 

３か年 
合計 

標準給付費 5,219,087,712  5,459,839,821  5,636,616,093  16,315,543,626 

 

総給付費 4,950,862,000  5,195,323,000  5,362,926,000  15,509,111,000 

特定入所者介護サー
ビス費等給付額 

112,437,230  104,550,704  108,399,560  325,387,494 

高額介護サービス費 132,697,760  136,019,630  140,573,258  409,290,648 

高額医療合算介護サ
ービス費 

19,831,122  20,548,047  21,193,755  61,572,924 

算定対象審査支払手
数料 

3,259,600  3,398,440  3,523,520  10,181,560 

地域支援事業費 396,104,850  407,565,310  418,991,716  1,222,661,876   

 
介護予防・日常生活支
援総合事業 

260,974,850  271,633,310  282,662,716  815,270,876   

 
包括的支援事業・任意
事業費 

135,130,000  135,932,000  136,329,000  407,391,000   

市町村特別給付 16,341,000 16,700,000 17,000,000 50,041,000 

合 計 5,631,533,562 5,884,105,131 6,072,607,809 17,588,246,502 

 

（３）第８期事業計画期間の介護保険料基準額 

第８期計画期間である令和３年度から令和５年度までの標準給付費見込額、

地域支援事業費見込額、調整交付金見込額等を加えて保険料収納必要額を積算

し、更に推定される被保険者数から保険料基準月額を算出しました。 

第８期事業計画期間の第１号被保険者の保険料基準月額は、5,430 円となり

ます。（※第７期：5,400円） 

 

（４）介護給付費準備基金の活用 

介護給付費準備基金は、想定外の保険給付などの不測の事態に備える役割が

あります。 

また、第７期計画までに積み立てている介護給付費準備基金については、国

の方針として、各保険者において一定額を保険料上昇抑制のために活用するこ

ととされており、本市においても、第８期計画期間中に１億５千万円を介護給

付費準備基金から取り崩し、保険料上昇抑制のために充当します。 

さらに、第９期計画以降も保険料が上昇していくことが予測されていますの

で、介護給付費準備基金を適宜取り崩していくこととします。  
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  2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 
合計 

Ａ 標準給付費見込額 5,219,087,712円 5,459,839,821円 5,636,616,093円 16,315,543,626円 

Ｂ 
地域支援事業費見
込額 

396,104,850円 407,565,310円 418,991,716円 1,222,661,876円 

Ｃ 

 
第１号被保険者 
負担分相当額（※1） 

1,291,494,289円 1,349,503,180円 1,392,789,796円 4,033,787,265円 

Ｄ 調整交付金相当額 274,003,128円 286,573,657円 295,963,940円 856,540,725円 

Ｅ 
調整交付金見込交
付割合 

0.98％ 1.10％ 1.12％  

Ｆ 調整交付金見込額 53,705,000円 63,046,000円 66,296,000円 183,047,000円 

Ｇ 
市町村特別給付費
等 

16,341,000円 16,700,000円 17,000,000円 50,041,000円 

Ｈ 準備基金取崩額    150,000,000円 

Ｉ 
保険料収納 
必要額 （※2） 

   4,607,321,991円 

Ｊ 予定保険料収納率 99.25％  

Ｋ 
所得段階別加入者
割合補正後被保険
者数 

23,353人 23,621人 23,975人 70,949人 

Ｌ 
保険料基準額 
（年額） (※3) 

65,160円 

Ｍ 
保険料基準額 
（月額） （※4） 

５，４３０円 

 

 

  

（※１） 第１号被保険者負担分相当額

　　　= (   　　 標準給付費見込額+     　　地域支援事業費見込額)×第１号被保険者負担割合23%

（※２） 保険料必要収納額

　　　=　　　 第１号被保険者負担分相当額+　　　調整交付金相当額+　　　市町村特別給付費等－　　　調整交付金見込額－　　　準備基金取崩額

（※３） 保険料基準額（年額）

　　　=　　　 保険料必要収納額÷　　　予定保険収納率÷　　　所得段階別加入者割合補正後被保険者数

（※４） 保険料基準額（月額）

　　　=　　　 保険料基準額（年額）÷　12か月

【 保険料の算定方法】

Ｃ

Ａ Ｂ

Ｉ

Ｃ Ｄ Ｆ ＨＧ

Ｌ

Ｉ Ｊ Ｋ

Ｌ

Ｍ
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国

38.50％

県

19.25％

市

19.25％

第１号被保険者

（65歳以上）

23.00％

国

25.0％

県

12.5％

市

12.5％

第１号被保険者

（65歳以上）

23.0％

第２号被保険者

（40歳～64歳）

27.0％

国

25.0％

県

12.5％

市

12.5％

第１号被保険者

（65歳以上）

23.0％

第２号被保険者

（40歳～64歳）

27.0％

 

（５）第１号被保険者の負担割合 

事業費用の大部分を占める介護サービス給付費については、利用者負担（１

割又は２割）を除いた給付費の半分を公費で賄い、残りの半分を被保険者から

徴収する保険料を財源としています。 

保険料については、第１号被保険者と第２号被保険者(*)の平均的な１人当た

りの負担がほぼ同じ水準になるよう負担割合が定められています。 

 

① 標準給付費の負担割合 

第１号被保険者の負担は、介護給付費の 23.0％が

標準的な負担となり、第２号被保険者は 27.0％で、

介護保険費用の半分を被保険者が負担する仕組みと

なっています。国が負担する部分の居宅給付費の

25.0％と施設等給付費の 20.0％について、それぞれ

5.0％に当たる額は、市町村間の財政力格差を調整す

るための調整交付金として交付されます。調整交付

金の割合は標準的には 5.0％ですが、各市町村の後

期高齢者の割合や第１号被保険者の所得水準に応じ

て 5.0％を上下します。その結果、第１号被保険者の

負担割合も変わることになります。 

 

② 地域支援事業費の負担割合 

地域支援事業費については、実施する事業によって費用の負担割合が異なり、

介護予防・日常生活支援総合事業の費用については、標準給付費の負担割合と

同じですが、包括的支援事業、任意事業の費用については、第１号被保険者の

保険料と公費によって財源が賄われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 市町村特別給付費の負担割合 

市町村特別給付費については、第１号被保険者の保険料によって財源が賄わ

れています。  

 
（介護予防・日常生活支援総合事業）    （包括的支援事業費・任意事業費） 

【地域支援事業費】 

【標準給付費】 
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（６）段階別の保険料及び基準額に対する割合 

介護保険料は、介護保険事業費の見込みに応じ、３年に１度見直すことになっ

ています。第８期計画期間中（2021（令和３）年度から 2023（令和５）年度まで）

における第１号被保険者の段階別の介護保険料は、以下のとおりです。 

なお、所得段階の第１段階から第３段階に対しては、公費を投入し、保険料の

軽減を図っています。 

 

所得段階 
課税 

状況 
収入や所得による区分 計算方法 

保険料年額 

（月額） 

第 １ 段 階 本 

人 

が 

市 

県 

民 

税 

非 

課 

税 

世 

帯 

非 

課 

税 

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、

本人の前年の課税年金収入額と合計所

得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

の合計が 80万円以下 

基準額 

×0.3 

19,550円 

（1,629円） 

基準額 

×0.5（※） 

32,580円（※） 

（2,715円）（※） 

第 ２ 段 階 本人の前年の課税年金収入額と合計所

得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

の合計が 80万超、120万円以下 

基準額 

×0.44 

28,680円 

（2,390円） 

基準額 

×0.69（※） 

44,970円（※） 

（3,747円）（※） 

第 ３ 段 階 本人の前年の課税年金収入額と合計所

得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

の合計が 120万円を超える 

基準額 

×0.7 

45,620円 

（3,801円） 

基準額 

×0.75（※） 

48,870円（※） 

（4,072円）（※） 

第 ４ 段 階 世 

帯 

課 

税 

本人の前年の課税年金収入額と合計所

得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

の合計が 80万円以下 

基準額 

×0.9 

58,650円 

（4,887円） 

第 ５ 段 階 本人の前年の課税年金収入額と合計所

得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

の合計が 80万円を超える 

基準額 65,160円 

（5,430円） 

第 ６ 段 階 本 

人 

が 

市 

県 

民 

税 

課 

税 

合計所得金額（注）が 125万円未満 基準額 

×1.075 

70,050円 

（5,837円） 

第 ７ 段 階 合計所得金額（注）が 125万円以上 

200万円未満 

基準額 

×1.25 

81,450円 

（6,787円） 

第 ８ 段 階 合計所得金額（注）が 200万円以上 

300万円未満 

基準額 

×1.5 

97,740円 

（8,145円） 

第 ９ 段 階 合計所得金額（注）が 300万円以上 

400万円未満 

基準額 

×1.75 

114,030円 

（9,502円） 

第 10 段階 合計所得金額（注）が 400万円以上 

500万円未満 

基準額 

×2 

130,320円 

（10,860円） 

第 11 段階 合計所得金額（注）が 500万円以上 

800万円未満 

基準額 

×2.25 

146,610円 

（12,217円） 

第 12 段階 合計所得金額（注）が 800万円以上 基準額 

×2.5 

162,900円 

（13,575円） 

合計所得金額は、租税特別措置法による特別控除がある場合は、特別控除後の金額です。 

 

（※）は、公費による軽減前の保険料の割合及び保険料額です。 

（注） 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、最大 10万円を差し引きます。 
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６ 介護サービスの質の確保・適正化 

（１）自立した日常生活の支援、介護予防又は重度化防止への取組に関する評価指標及び目標の設定 

介護保険法の改正により、市町村介護保険事業計画において、高齢者の地域に

おける自立した日常生活の支援、介護予防又は重度化防止の取組とその目標を設

定することが規定されました。これを踏まえて、本計画に掲げる事業のうち、高

齢者の自立支援・重度化防止に資する事業について、事業量等及び事業の効果・

成果の評価に当たっての判断基準となる指標を設定します。 

これらの評価指標に基づき、毎年度、市における自己評価を行うとともに、自己評

価を基に「大野城市介護保険運営協議会」において外部評価を行い公表します。 

 

① 高齢者の自立支援・重度化防止に関する事業量等の指標及び目標 

１）介護予防・日常生活支援総合事業における評価指標及び目標 

 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

一般介護予防事

業参加者数（人） 

－ 7,060 7,800 8,690 5,300 5,800 6,300 

6,411 6,116 5,748 1,670 － － － 

まどかスクール（通

所型サービスＣ・

訪問型サービス

Ｃ）参加者数（人） 

－ 100 120 140 55 60 65 

36 45 55 41 － － － 

介護予防ボラン

ティア登録者数

（人） 

－ 120 140 160 185 190 195 

96 162 173 180 － － － 

※ 上段：目標値、下段：実績値 

 

２）ケアマネジメント調整会議開催事業における評価指標及び目標 

 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

ケアマネジメント

調整会議におい

て事例提供した

事業所数 

－ 10 15 20 20 20 20 

基幹包括 

１事業所 18 21 10 － － － 

※ 上段：目標値、下段：実績値 

 

３）生活支援体制整備事業における評価指標及び目標 

 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

把握した地域資

源の数（か所） 

－ 240 250 260 850 880 900 

221 622 831 600 － － － 

※ 上段：目標値、下段：実績値  
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４）認知症総合支援事業における評価指標及び目標 

 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

認知症初期集中

支援チームによ

る支援者数（人） 

－ 30 40 50 50 50 50 

22 29 29 32 － － － 

 

 

② 高齢者の自立支援・重度化防止に関する効果・成果指標及び目標 

高齢者の自立支援・重度化防止に資する事業を実施した結果として、高齢者や

地域に対してどのような効果・成果があったのか指標と目標を設定します。 

 

 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

要介護・要支援

認定率※1（第１号

被保険者） 

－ － 15.1％ － － 16.5％ － 

14.9％ － 14.8％ － － － － 

主観的健康感が

良好な高齢者の

割合※2 

－ － 80.0％ － － 80.0％ － 

78.3％ － 76.8％ － － － － 

地域で の活動

（社会参加）の割

合※3 

－ － 60.0％ － － 60.0％ － 

55.4％ － 57.3％ － － － － 

認知症リスク高齢

者の割合※4 

－ － 30.0％ － － 30.0％ － 

32.2％ － 33.9％ － － － － 

ＩＡＤＬ（手段的日

常生活動作）低

下者の割合※5 

－ － 13.0％ － － 11.0％ － 

15.4％ － 11.2％ － － － － 

閉じこもりリスクの

ある高齢者の割

合※6 

－ － 11.0％ － － 11.0％ － 

13.6％ － 11.5％ － － － － 

※1 各年度９月末現在の第１号被保険者に占める要介護等認定者数の割合 

※2 ニーズ調査から「現在あなたの健康状態はいかがですか」という問いに「とてもよい」と

「まあよい」と回答した人の割合 

※3 ニーズ調査から「ボランティア、スポーツ関係及び趣味関係のグループ、学習・教養サ

ークル、シニアクラブ、町内会・区、収入のある仕事」のいずれかに月に１回以上参加し

たと回答した人の割合 

※4 ニーズ調査から「物忘れが多いと感じますか」という問いに「はい」と回答した人の割合 

※5 ニーズ調査から「バスや電車を使って１人で外出していますか」などの問いからＩＡＤＬ

（手段的日常生活動作）低下者として評価した人の割合 

※6 ニーズ調査から「週に１回以上は外出していますか」という問いに「ほとんど外出してい

ない」又は「週１回」と回答した人の割合 

※ 上段：目標値、下段：実績値  
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（２）介護給付等に要する費用の適正化への取組と目標設定 

介護給付の適正化のために行う適正化事業は、保険者(*)である市が本来発揮す

るべき保険者機能の一環として主体的・積極的に取り組むことが求められていま

す。 

このため、本市では要介護認定の適正化、ケアプラン（居宅サービス計画）の

点検、住宅改修等の点検、縦覧点検・医療情報との突合及び介護給付通知の主要

５事業に取り組みます。 

 

① 要介護認定の適正化 

要介護認定の変更又は更新認定の調査について、市職員が訪問調査に同行した

上で調査状況を点検し、調査の平準化を図ります。 

 

 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

訪問調査同行件

数（件/年） 

－ 10 10 10 10 10 10 

－ 1 10 0 － － － 

 

② ケアプラン（居宅サービス計画）の点検 

ケアマネジャーが作成した居宅サービス計画、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、市が委託した職能団体等によって点検及

び支援を行います。点検等により受給者が本当に必要とするサービスを確保し、

その状態に適合していないサービス提供を改善します。ケアマネジャーの「気づ

き」を促し、「自立支援に資するケアマネジメント」の実践を支援します。 

 

 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

ケアプランチェッ

ク点検件数（件/

年） 

－ 120 120 120 120 120 120 

－ 120 92 120 － － － 

ケアマネジャーへ

の研修会実施回

数（回/年） 

－ 1 1 1 1 1 1 

－ 1 1 1 － － － 

 

③ 住宅改修等の点検 

改修工事を行う受給者宅の実態確認や竣工後の施工状況について、市や地区地

域包括支援センターが点検することで、受給者の実態にそぐわない不適切又は不

要な住宅改修を排除します。特に、施工費が大きくなる住宅改造（住みよか事

業）と併せて行う住宅改修や、書類や写真から現状がわかりにくいケースを点検

します。福祉用具の利用者等に対し訪問調査を行い、福祉用具の必要性や利用状

況を点検し、不適切又は不要な福祉用具購入を排除し、受給者の身体の状態に応

じて必要な福祉用具の利用を進めます。  
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 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

住宅改修の事前

又は竣工時点検

件数（件/年） 

－ 5 5 5 5 5 5 

－ 0 1 5 － － － 

福祉用具利用状

況訪問調査件数 

（件/年） 

－ 10 10 10 10 10 10 

－ 0 1 ６ － － － 

 

④ 医療情報との突合・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、算定回数・日数の点検を国保連合会に委託し

て行い、請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処理を行います。また、受給

者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の排除などを図ります。 

 

 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

縦覧点検回数 

（回/年） 

－ 12 12 12 12 12 12 

－ 12 12 12 － － － 

医療情報との突

合回数（回/年） 

－ 12 12 12 12 12 12 

－ 12 12 12 － － － 

 

⑤ 介護給付費通知 

受給者本人に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等（一

年間分）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認識

し、適正な請求に向けた抑制効果をあげます。 

 

 2017 
(平成 29) 

年度 

2018 
(平成 30) 

年度 

2019 
(令和元) 

年度 

2020 
(令和 2) 

年度 

2021 
(令和３) 

年度 

2022 
(令和４) 

年度 

2023 
(令和５) 

年度 

給付費通知送付

回数（回/年） 

－ 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 － － － 
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（３）サービスの質の向上 

介護保険法に基づき、介護サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービス

の取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底を図るため指導を

行います。 

指導に当たっては、介護保険法に基づく実地指導のほか、講習等による集団指

導を実施し、介護サービス事業所の適正な運営とサービスの質の確保に向け、効

率的・効果的な指導に取り組みます。 

重大な基準違反や、介護報酬の請求に関する不正・不当がある場合には、事実

関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的に監査を実施します。 

 

（４）介護サービス相談員の活用 

介護保険制度や認知症の人への対応などの研修を受けた介護サービス相談員が、

介護保険サービスを利用している人の相談に応じます。 

また、介護保険施設などを定期的に巡回し、サービス利用者と市や事業所との

橋渡しを行い、事業所の業務改善等を通じて、介護サービスの質の向上に努めま

す。 

 

（５）リハビリテーションサービス提供体制の充実 

厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムでの分析によると、本市では、

認定者１万人あたりの要支援・要介護認定者１人あたり定員及びリハビリテーシ

ョンサービス従事者（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）数は、国及び県よ

りも上回っています。これらの指標は、リハビリテーションが必要な要介護者等

を受け入れるサービス基盤の整備状況の指標とされており、本市は比較的サービ

ス基盤の整備は進んでいる状況であると考えます。 

しかしながら、リハビリテーションサービス（訪問・通所）の利用率については、

国及び県よりも低いことから、自立支援に向けて更なる取組を進める必要があります。 

また、本市では、生活機能向上連携加算において、国及び県よりも算定者数の

水準が低くなっています。この指標は多職種の連携状況に関する指標とされてお

り、自立支援・重度化防止のための効果的なリハビリテーションサービスを提供

していく上で、多職種の連携を進めていくことが重要です。 

そのため、本市では、令和５年度に向けたリハビリテーションの目標を、「生活機能

向上連携加算算定者数（認定者１万人あたり）を全国平均より上回る」こととします。 

連携体制の強化のためには、リハビリテーション専門職や介護関係者、ケアマ

ネジャーなどを対象にした多職種連携に関する研修会の開催や地域ケア会議等に

よる個別のケース検討などに取り組んでいきます。 

 

■生活機能向上連携加算算定者数 

項目 
令和元年度実績 

令和５年度 

（目標値） 

市 県 全国 市 

生活機能向上連携加算算定者数 

認定者１万人あたり（人） 
123.25 303.28 198.65 200.00 

出典 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム（令和元年度実績）  
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７ 介護人材の確保及び業務効率化・介護現場革新の取組 

（１）介護人材の今後の需要見通し 

厚生労働省から 2018（平成 30）年５月に公表された「第７期介護保険事業計

画に基づく介護人材の必要数について」によると、福岡県における 2025（令和

７）年度の介護人材の需要見込みは 95,246 人であるのに対して、「現状推移シ

ナリオによる供給見込み」は 85,790人となっており、福岡県全体で約 9,500人

の介護人材が不足すると推計されています。この数値と、要介護認定者数にお

ける福岡県と本市の割合を用いて試算すると、本市では 2025（令和７）年度に

は約 115人の介護人材が不足することが見込まれます。 

また、今後は介護職員だけではなく、介護施設等で従事する看護師や理学療

法士等の専門職の確保も課題になることが予測されますので、これらの専門職

を含めた介護人材の確保の取組について調査研究を進めていきます。 

 

（２）介護人材確保への取組 

今後、急速な高齢化による介護保険サービス需要の増大と、生産年齢の減少

が見込まれることから、介護保険サービスの担い手となる人材の確保は厳しい

状況が続くことが見込まれます。 

今後も、福岡県介護福祉士会の協力の下、他市とも連携しながら、介護の担

い手の養成を目的とする「訪問型サービスＡ従事者養成研修」を継続して行い

ます。 

また、介護事業所の求人を支援する「就職フェア」を開催し、介護の仕事の

魅力の発信と、人材発掘に取り組み、就業につなげる取組を行います。 

さらに、介護職員の就労継続や離職防止の観点から、就労中の介護職員への

支援の取組について調査研究を進めていきます。 

また、高齢者が介護施設でのボランティア活動を通して地域貢献することを

奨励し、自身の介護予防を推進している「介護予防ボランティア制度」の拡充

を検討し、若年層から高齢者層までの各層の介護分野における就労的活動とし

てのボランティア活動を推進するとともに、介護人材の裾野を広げていくため

の取組について調査研究を進めていきます。 

 

（３）介護ロボット(*)やＩＣＴ機器の活用 

介護の現場で働く職員が長く働き続けることができるよう、介護現場の革新

及び生産性の向上を図り、本来業務に注力できる環境づくりを支援します。介

護の質を維持しながら、介護職員の身体的・精神的負担を軽減し、効率的な業

務運営ができるよう、国や県と連携しながら介護ロボットやＩＣＴ機器の活用

を推進します。 

また、業務効率化を進めるためには、介護分野の文書に係る負担を軽減する

ことが必要であることから、国が示す方針に基づき、手続の簡素化や様式例の

標準化を進めていきます。
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第８章 計画の進行管理及び点検 

１ 計画の進行管理 

介護保険事業に関しては、制度の円滑な運営を図ることはもとより、本計画に基づ

いて第１号被保険者の保険料が定められることから、計画の達成状況を点検・評価す

ることは保険者の重要な責務であり、適切な進行管理に基づき、教育、地域づくりな

ど、ほかの分野の関連施策との連携の下、計画を着実に実行していく必要があります。 

本市では、保健・医療・福祉・介護の関係者のほか、シニアクラブの代表者、学識

経験者、公募による市民の代表から構成される「大野城市介護保険運営協議会」を設

置し、計画の進捗状況の客観的な評価、及び事業運営上の課題把握や解決策の検討を

行っています。 

今後もこの運営協議会で計画の進行管理を行うとともに、サービスの質的向上及び

サービス給付の適正化に向けて、サービス利用者、事業者などの当事者による評価や

ほかの事業者との連携を図ることで一体的なサービスの提供とサービスの質の向上

を図ることができる仕組みづくりに更に取り組みます。庁内においても、関係各課と

連携し、計画を強力に推進していきます。 

また、大野城市基幹型地域包括支援センター及び各地区地域包括支援センターで行

う予防給付(*)・地域支援事業などについても、住民参加型の進行管理機関として「大

野城市地域包括支援センター運営協議会」で、計画進捗状況の客観的な評価及び事業

運営上の課題把握や解決策の検討を行います。 

 

２ 事業計画達成状況の点検方法 

「大野城市介護保険運営協議会」及び「大野城市地域包括支援センター運営協議会」

で点検・評価を行う具体的な項目は、次のとおりです。 

 

（１）大野城市介護保険運営協議会 

●提供されているサービスの状況・事業者間の連携状況などの評価 

●サービスの質的・量的観点や地域の保健・福祉・医療関係者などの意見を反映し

た評価 

●市民及び利用者のサービスに対する満足度などの評価 

 

（２）大野城市地域包括支援センター運営協議会 

●地域包括支援センターの運営に関する評価 

●地域包括ケアに関する評価 

●サービスの質的・量的観点や地域の保健・福祉・医療機関係者などの意見を反映

した評価 

●市民及び利用者のサービスに対する満足度などの評価 
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資料編 

 

１ 用語集 

この用語集の内容は、本計画を理解する

上での参考となるよう分かりやすくまと

めたものであり、必ずしも用語の定義を厳

格に定めたものであるとは限りません。 

 

あ行 

○足元気教室 

転倒予防を目的とした教室。生活に取り

入れることが望ましい運動や膝･腰痛予防

体操などの講話と実技を行う。 

 

〇一般介護予防事業 

高齢者を年齢や心身の状況によって分

け隔てることなく、人と人とのつながり

を通じて、参加者や通いの場が継続的に

拡大していく地域づくりを推進すること

を目的としている。 

 

〇運動器 

脳、脊髄、末梢神経、筋肉、関節、骨、

軟骨、椎間板など、人の身体を動かすた

めに働いている組織の総称。 

 

〇おげんき号 

東地区コミュニティ運営協議会の取組。

買い物や通院などの移動が不自由で、東

地区に在住している 70 歳以上の高齢者

を対象として、10人乗りのワゴン車を運

行している。 

 

〇音楽サロン 

高齢者の閉じこもりやうつ、認知症の

予防のための教室。音楽を通じて介護予

防に効果的な「発声練習、呼吸法、口腔

体操、歌唱、楽器演奏」などの音楽活動

を行っている。 

 

か行 

〇介護給付 

要介護１～５の人を対象とした介護給

付サービスについて、自己負担を除き、

残りを介護保険から給付するもの。 

 

〇介護サービス 

介護保険制度に基づくサービスを指し、

利用には要介護認定が必要となる。 

 

〇介護サービス相談員 

介護保険制度や認知症の人への対応な

どの研修を受けた相談員が、介護サービ

スを利用している人の相談に応じるもの。 

 

〇介護予防 

可能な限り介護を必要とする状態にな

らないような健康で生きがいのある自立

した生活を送ること。また、要介護状態

を悪化させないこと。 

 

〇介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

市町村が中心となって、地域の実情に

応じて、住民等の多様な主体が参画し、

多様なサービスを充実することで、地域

で支え合う体制づくりを推進し、要支援

者等に対する効果的かつ効率的な支援等

を可能とすることを目指すもの。地域支

援事業の中に創設され、事業の対象者は

介護保険の要介護認定で要支援１又は要

支援２に認定された人、基本チェックリ

ストにより、生活機能の低下がみられ、

要支援状態となるおそれがあると認定さ

れた人。 
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〇介護予防ボランティア制度 

元気な高齢者が福祉施設等でボランテ

ィア活動を行い、その活動実績に応じて

ポイントを付与する制度。ポイントは換

金することができ、実質的に保険料負担

を軽減するしくみ。 

 

〇介護離職ゼロ 

「一億総活躍社会」に向けた取組のう

ち、「安心につながる社会保障」に関連す

る取組の一環として、家族の介護を理由

とした離職の防止等を図るべく、必要な

介護サービスの確保と、働く環境の改善、

家族支援を両輪としての取組。 

 

〇介護ロボット 

「情報を感知」し、「判断」し、「動作

する」という３つの要素を持つ知能化し

た介護機器のこと。 
 

〇買い物代行「ごきげんお届け便」 

大野城市、イオン大野城店、大野城市

パートナーシップ活動支援センターの三

者で行う共働事業。イオン大野城店が行

っているネットスーパーのしくみを活用

し、自宅まで商品を配達するもの。 
 

〇通いの場 

地域の身近な場所で介護予防を目的に

開催される、誰もが参加できる居場所。 
 

〇基幹型地域包括支援センター 

市に設置し、各地区に設置している地

域包括支援センターの機能を強化し、重

点課題に取り組む。各地区地域包括支援

センターと連携し、必要に応じて市全域

の高齢者に対する個別支援も行う。 
 

〇基本チェックリスト 

介護予防が必要な人を把握するために

行うチェックリスト。介護の原因となり

やすい生活機能低下の危険性の有無とい

う視点で、運動、口腔、栄養、物忘れ、

うつ症状、閉じこもり等の 25項目につい

て回答するもの。 
 

〇協議体 

互助を中心とした地域づくりを住民主

体で進めるために、助け合い活動をとも

に創出し、充実させていく組織のこと。 
 

〇共生型サービス 

高齢者と障がい者（児）が、同一の事

業所でサービスを受けやすくするために

設置されるサービス。介護保険又は障が

い福祉のいずれかの指定を受けた事業所

が、もう一方の指定を受けやすくなる。 

 

〇暮らしのもやい帳 

高齢者の生活向上、生きがい創造、介

護予防の役に立つ情報をまとめた冊子。 

 

〇ケアプラン（介護支援計画） 

要介護者などが適切に介護サービスを

利用できるよう、心身の状況や生活環境、

本人や家族などの希望をふまえて作成す

る介護サービス計画のこと。 

 

〇ケアマネジメント 

要介護者などに対して、地域の様々な

社会資源を利用したケアプランを作成し、

適切なサービスを行う手法。 

 

〇ケアマネジメント調整会議 

高齢者の個別課題の解決、ケアマネジ

ャーなどの資質向上、地域で高齢者を支

えるネットワークの強化、政策の形成や

社会基盤整備をより効果的に実施するた

めの会議。 

 

〇ケアマネジャー（介護支援専門員） 

要介護者などの心身の状況などに応じ

て、ケアプランを作成するとともに、サ

ービス事業者などとの調整やプラン作成

後のサービス利用状況などの管理を行う

人。 

 

〇経管栄養 

チューブやカテーテルなどを使い、胃

や腸に必要な栄養を直接注入すること。 
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〇健康づくりミニデイ 

高齢者の閉じこもり予防や生きがいづ

くりのための教室。高齢期の運動、栄養、

口腔のお手入れ、レクリエーションなど

様々なテーマの講話や実技を行う。高齢

者同士の交流の場にもなっている。 

 

〇権利擁護 

判断能力が十分でない高齢者や障がい

のある人が、人として生まれながらに持

っている権利が保全され、社会生活が営

めるように意思能力に応じて、社会制度、

組織（システム）、専門家等によって擁護

をすること。 

 

〇後期高齢者 

65歳以上の高齢者のうち、75歳以上の

高齢者のこと。 

 

さ行 

〇サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者にふさわしいバリアフリー構造

を有し、安否確認や生活支援サービスを

提供することで高齢者を支援する賃貸等

の住まいのこと。 

 

〇在宅医療・介護連携推進 

医療と介護の両方を必要とする高齢者

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、地域におけ

る医療・介護の関係機関が連携して、包

括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供

する取組のこと。 

 

〇シニアクラブ（単位クラブ） 

各区に設置されている高齢者の団体。

レクリエーションや社会奉仕活動、健康

増進活動を行っている。 

 

〇シニア大学「山城塾」 

60歳以上の人に対して、学習機会の提

供、学究活動の支援を行うことにより、

高齢者の生きがいづくりと生涯学習の推

進、健康寿命の延伸を目的として開設し

た「高齢者が創り、学び、地域で活躍す

る人材を育成する大学」のこと。 

 

〇主観的健康感 

自分自身の健康状態について、自分自

身の感覚により判断すること。 

 

〇主観的幸福感 

自分自身の幸福感について、自分自身

の感覚により判断すること。 

 

〇手段的自立動作（ＩＡＤＬ） 

ＩＡＤＬ (Instrumental Activities 

of Daily Living)の略。買い物、調理、

洗濯、電話、薬の管理、財産管理、乗り

物の乗り方などの日常生活上の複雑な動

作のこと。 

 

〇シルバー人材センター 

60 歳以上の人を会員として、臨時的、

短期的な就業の機会の確保及び提供を目

的として設立された法人。 

 

〇ストーマ 

消化器疾患や泌尿器疾患による病巣を

取り除いた後に、便や尿の排泄経路を得

るために、消化器や尿路を人為的に体外

に誘導して造設した開放孔のこと。 

 

〇生活機能 

人が日常生活を営むための能力や働き

のこと。食事・排泄・歩行などの基本的

な身体機能のほか、交通機関の利用や金

銭管理、社会に参加する力などを含める。 

 

〇生活支援コーディネーター 

生活支援サービスの充実及び高齢者の

社会参加に向けて、ボランティアなどの

生活支援・介護予防の担い手の育成・発

掘など地域資源の開発や地域のニーズと

地域支援のマッチングを行う人。 
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〇生活支援体制整備事業 

地域で活動する多様な主体と連携しな

がら、日常生活上の支援体制の充実強化、

高齢者の社会参加の推進を一体的に図る

ことを目的とする事業。生活支援コーデ

ィネーターを配置するとともに、様々な

主体の定期的な情報共有と連携強化の場

として、協議体（市全体を対象とする第

１層協議体と、日常生活圏域である各コ

ミュニティを対象とする第２層協議体）

を設置する。 

 

〇成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなど

の理由で判断能力が不十分で預貯金や不

動産などの財産管理、介護サービスや施

設入所に関する契約等の手続きが困難な

人に対し、本人の生活に関する支援や法

律、行為を代理又は法律行為に同意する

者を選任する制度のこと。 
 

○前期高齢者 

65 歳以上の高齢者のうち、65 歳以上

75歳未満の高齢者のこと 
 

た行 

〇第１号被保険者 

65歳以上の人を指す。 
 

〇第１層協議体（もやいネット大野城） 

市全体を広い視点で協議するために設

置した協議体のこと。本市では「もやい

ネット大野城」という名称にしている。 
 

〇第２号被保険者 

40 歳以上 64 歳未満の人のうち、医療

保険に加入している人を指す。 

 

〇第２層協議体 

各コミュニティで、第１層協議体の下

で具体的な活動を展開する協議体のこと。 
 
 
 

〇団塊ジュニア世代 

1971（昭和 46）年から 1974（昭和 49）

年にかけての第二次ベビーブーム時に生

まれた世代を指す。2040（令和 22）年に

は団塊ジュニア世代が 65 歳以上になる

ことから、今後、高齢化の更なる進展が

見込まれる。 

 

〇団塊の世代 

第二次世界大戦直後数年間の第一次ベ

ビーブーム時に生まれた世代。1947（昭

和 22）年から 1949（昭和 24）年にかけ

て生まれた世代を指す。 

 

〇地域共生社会 

制度、分野ごとの「縦割り」や「支え手」、

「受け手」という関係を超えて、地域住民

や地域の多様な主体が「我が事」として参

画し、人と人、人と資源が世代や分野を超

えて「丸ごと」つながることで、地域住民

一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をと

もに創っていく社会のこと。 

 

〇地域ケア会議 

地域の高齢者の課題共有と見守り、緊

急支援を目的として設置された会議体の

こと。区で開催し、民生委員・児童委員、

福祉委員、社会福祉協議会職員等の専門

職や地域関係者により構成される。 

 

〇地域サロン 

高齢者の自主性と継続性に基づき、生

きがいづくりや高齢者同士のふれあい、

あらゆる世代との交流が図られる場所の

こと。 

 

〇地域支援事業 

要介護・要支援状態になるおそれがあ

る高齢者や一般の高齢者を対象に、効果

的に介護予防や健康づくりを進めたり、

地域での生活を継続するための生活支援

のサービスを提供する事業。「介護予防・

日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」

「その他の任意事業」からなる。 
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〇地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることがで

きるよう、「住まい」、「医療」、「介護」、

「予防」、「生活支援」が切れ目なく一体

的に提供される体制のこと。 

 

〇地域包括ケアネットワーク協議会 

処遇困難となっている高齢者の個別事

例の協議に加えて、高齢者の権利利益や

援護者の支援のために必要な地域課題に

関する協議を行う会議体。医療・介護・

福祉・司法・警察などの各関係機関によ

り構成される。 

 

〇地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮

らすことができるように、公正、中立的

な立場から、包括的及び継続的な支援を

行う介護保険制度上の機関で、各保険者

が設置している。大野城市では、保健師、

主任ケアマネジャー（主任介護支援専門

員）、社会福祉士を配置し、地域の中核機

関として事業を展開している。 

 

〇地域密着型サービス 

介護が必要になっても、できる限り住み

慣れた自宅や地域から離れずに生活を維

持できるように、各市町村が主体となっ

て地域の特性に応じた柔軟なサービスを

提供する介護サービスの類型のこと。サ

ービス基盤の整備状況に応じて、市町村

が事業者の指定及び指導監督を行う。利

用者は原則として当該市町村の被保険者

に限られる。 

 

〇チームオレンジ 

ステップアップ講座を受講した認知症

サポーター等が支援チームをつくり、認

知症の人や家族の支援ニーズに合った具

体的な支援につなげる仕組みで、2025（令

和 7）年度までに全市町村に設置するこ

とになっている。 

 

 

〇使ってバンク（暮らしのサポート事業） 

暮らしの中で困っていることがあって、

誰かの助けが欲しい人と助けたい人をつ

なぎ、地域の中で支え合いを行う事業。 

 

〇特定健診 

日本人の死亡原因の約６割を占める生

活習慣病予防のために、40 歳から 74 歳

までの国民健康保険に加入している人を

対象に、メタボリックシンドロームに着

目した健診を行うもの。 

 

〇特定保健指導 

特定健診の結果から、生活習慣病の発

症リスクが高く、生活習慣の改善による

生活習慣病の予防効果が高く期待できる

人に対して、専門スタッフが生活習慣を

見直すサポートを行うもの。 

 

な行 

〇二次医療圏 

医療法に基づき、主として病院及び診

療所の病床の整備を図るべき地域的単位

として設定する医療計画上の区域のこと。

福岡県では保健医療計画において、高度

あるいは特殊な医療を除く入院医療を主

体とした一般の医療需要に対応し、医療

機関相互の機能分担と連携に基づく包括

的な保健医療サービスを県民に提供して

いくための基礎となる二次医療圏を 13

圏域設定している。 

 

〇認知症カフェ 

認知症の人やその家族、地域住民、専

門職などが気軽に集い、情報交換や相談、

認知症予防や症状の改善を目指した活動

ができる場所。 

 

〇認知症ケアパス 

認知症の状態に応じて、適切なサポー

トを受けられるように、どのような状態

の時にどのような支援が受けられるか、

知っておきたい相談窓口や、地域のサー

ビスなどを紹介しているガイドブック。 
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〇認知症サポーター 

認知症サポーター養成講座を受講し、

認知症についての正しい知識や理解を深

めた人のこと。日常生活の中で、認知症

の人が困っているのを見かけた時の声か

けや見守りを通して、地域の中で認知症

の人を支えるボランティアとして活動し

ている。 

 

〇認知症初期集中支援チーム 

認知症の発症後、できる限り早い段階

で地域での生活について可能な限り維持

できるようにするための初期集中支援を

包括的に提供するチームのこと。認知症

サポート医のほか、複数の専門職により

構成される。 

 

〇認知症施策推進大綱 

認知症の発症を遅らせ、認知症になって

も希望を持って日常生活を過ごせる社会

を目指し、認知症の人や家族の視点を重視

しながら、「共生」と「予防」を車の両輪と

して施策を推進していくための大綱。 

 

〇認知症地域支援推進員 

認知症の人への効果的な支援のために

医療機関や介護サービス、地域の支援機

関をつなぐコーディネーターとしての役

割をもつ人。 

 

〇認定率 

高齢者に占める要介護（支援）認定者

の割合。 

 

は行 

〇バリアフリー化 

建物の段差等の解消や手すりを設置し、

高齢者や障がい者にとって生活の障害

（バリア）を取り除く取り組みのこと。 

 

〇ＢＭＩ 

ボティマス指数と呼ばれ、体重と身長

から算出される肥満度を表す体格指数。 

〇避難行動要支援者名簿 

災害対策基本法に基づき作成している

避難行動要支援者（災害が発生し、又は

災害が発生するおそれがある場合に自ら

避難することが困難な人）の名簿。 

 

〇福祉委員 

地域の福祉活動に対し何らかの住民活

動を起こしていく時のリーダー的な役割

をもつボランティアの人。各区に１名ず

つ設置。 

 

〇福祉避難所 

要配慮者（主として高齢者、障がいの

ある人、乳幼児その他の特に配慮を要す

る人）のための避難所のこと。一般の避

難所では生活することが困難な要配慮者

が、避難所での生活において特別な配慮

が受けられるなど、要配慮者の状態に応

じて安心して生活ができる体制が整備さ

れた避難所である。 

 

〇ふれあい市場（移動販売） 

南地区コミュニティ運営協議会の取組

で、買い物に行くことが困難な高齢者の

ために、買い物をする場を提供すること

を目的に、南地区の各区を回り、移動販

売を行っているもの。 

 

〇ふれあい号 

南地区コミュニティ運営協議会の取組

で、買い物や通院など、移動が不自由な

南地区に在住している 65 歳以上の高齢

者を対象として、10人乗りのワゴン車を

運行している。 
 

〇フレイル（虚弱）状態 

高齢になり筋力・活力が衰えて、体の

予備能力が低下した状態。高齢者の健康

と病気の中間的な段階で、要介護になる

前の状態。 

 

〇保険者 

保険事業を行う主体のこと。介護保険

の保険者は、市町村。 
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ま行 

○まちの姿アンケート 

平成 31 年４月からスタートした第６

次大野城市総合計画に掲げる４つの政策

のうち、特に市民に直接的に関係する施

策について、市民を対象に毎年度アンケ

ートを実施し、達成状況を調査するもの。 

 

〇まどかスクール 

指定の事業所に通所して、介護予防の

ための運動をする教室。 

 

〇民生委員・児童委員 

民生委員法に基づいて厚生労働大臣か

ら委嘱された非常勤の地方公務員。社会

福祉の増進のために、地域住民の立場か

ら生活や福祉に全般に関する相談・援助

活動、家庭訪問や調査を行い、支援を必

要とする住民と行政や専門機関をつなぐ

パイプ役。また、すべての民生委員は児

童福祉法によって児童委員を兼ねており、

妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関す

る様々な相談に応じたり、支援を行う。 

 

〇メタボリックシンドローム 

内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝

異常が組み合わさり、心臓病や脳卒中な

どの動脈硬化性疾患を招きやすい病態の

こと。 

 

や行 

○要介護者・要支援者 

介護保険制度における要介護認定審査

において要介護又は要支援状態と判定さ

れた人。要介護は１から５の５段階、要

支援は１から２の２段階がある。 

 

 

〇要介護認定 

要介護（要支援）状態にあるかどうか、

要介護（要支援）状態にあるとすれば、

介護や支援を要する状態がどの程度かに

ついて、介護認定審査会による審査、判

定の結果に基づき認定する。 

 

〇要支援・要介護状態 

「要支援状態」とは、身体上又は精神

上の障がいがあるために、入浴、排泄、

食事等の日常生活おける基本的な動作に

ついて、一定期間にわたり継続して常時

介護が必要とされる状態の軽減又は悪化

の防止のための支援が必要と見込まれる

状態であり、支援の必要の程度に応じて、

要支援状態区分のいずれかに該当するも

のをいう。 

「要介護状態」とは、身体上又は精神上

の障がいがあるために、入浴、排泄、食

事等の日常生活における基本的な動作に

ついて、一定期間にわたり継続して常時

介護が必要と見込まれる状態であり、介

護の必要程度に応じて、要介護状態区分

のいずれかに該当するものをいう。 

 

〇予防給付 

要支援１・２の人を対象とした介護予

防給付サービスについて、自己負担を除

き、残りを介護保険から給付するもの。

れた人。要介護は１から５の５段階、要

支援は１から２の２段階がある。 

 

ら行 

○療養病床 

長期にわたり医療と介護のケアを必要

とする患者を対象とした病床で、病状が

安定している長期療養患者のうち、医療

措置やリハビリなどを必要とする方を対

象とした「医療療養病床」と、要介護認

定者を対象とした「介護療養病床」に分

けられる。
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２ 大野城市介護保険運営協議会委員名簿 

（敬称略） 

団体・役職名 氏名 

会 長 学識経験者 原田 ゆみ子 

副会長 福岡県医師会専務理事・筑紫医師会 瀬戸 裕司 

委 員 

大野城市区長会 東大利区長 眞﨑 泰彦 

大野城市民生委員・児童委員連合協議会 会長 伊藤 清隆 

大野城市シニアクラブ連合会 女性委員 鹿児嶋 トシ子 

大野城市介護サービス相談員 野黒美 キミ子 

大野城市社会福祉協議会 鳥居 正敏 

社会福祉法人 悠生会 特別養護老人ホーム悠生園 

事業長 
篠原 和孝 

特定医療法人 社団 三光会 介護老人保健施設カトレア 

施設長 
岩瀬 豊子 

公募による市民代表 岩瀬 典子 

公募による市民代表 市瀬 スミ子 

公募による市民代表 西本 美恵子 
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３ 各種調査結果 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

①運動器の機能低下 

運動器の機能低下リスクをみると、市全体で 21.3％がリスクありとなってい

ます。性別では、男性の平均が 17.6％であるのに対し、女性の平均が 24.3％と

6.7ポイントの差があります。また、年齢階層が高くなるに従ってリスク者の割

合も高くなる傾向にあります。圏域別では、北コミュニティで 23.8％と市全体の

平均を上回っているものの、他の圏域ではおおむね平均並みとなっています。 

 

図表 59 運動器の機能低下者（クロス集計） 

 
※ グラフ中「判定不可」とあるものは、リスク分析に必要な設問に回答

がなかったことで判定が不能であった人の割合を指します（以下同

じ）。 
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②転倒リスク 

転倒リスクについてみると、市全体で 25.9％がリスクありとなっています。性

別では、男性の平均が 23.9％であるのに対し、女性の平均が 27.5％と 3.6 ポイ

ントの差があります。また、年齢階層が高くなるに従ってリスク者の割合も高く

なる傾向にあります。圏域別では、北コミュニティで 28.5％と市全体の平均を上

回っています。 

 

図表 60 転倒リスク者（クロス集計） 
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③閉じこもり傾向 

閉じこもり傾向についてみると、年齢階層が高くなるに従ってリスク者の割合

がおおむね高くなる傾向にあり、特に 80 歳以上からはその傾向が顕著であり、

一定の年齢以上になると急激にリスクが高まるという特徴があることが分かり

ます。日常生活圏域別にみると、東コミュニティで 15.1％と全体の平均を上回っ

ています。 

 

図表 61 閉じこもり傾向（クロス集計） 
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④低栄養の傾向 

低栄養リスクは、ほかのリスクと比較して全体的にリスク者の割合が低い傾向

にあります。性別では、男性（0.9％）よりも女性（1.6％）の方がリスク者の割

合が高い傾向にあります。また、性別による特徴的な傾向はみられないものの、

年齢階層が高くなるに従って判定不可の割合が高くなっていることから、無回答

者の中に潜在的なリスク者が含まれている可能性も考えられます。 

圏域別にみると、中央コミュニティ、東コミュニティでリスク者の割合が 1.0％

と市全体の平均を下回っています。一方、北コミュニティでは 1.9％がリスク者

となっており、平均を 0.6ポイント上回っています。 

 

図表 62 低栄養状態（クロス集計） 
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⑤口腔機能の低下 

口腔機能についてみると、全体の 20.0％がリスク者となっています。性別によ

る特徴的な傾向はみられませんが、年齢階層が高くなるに従ってリスク者の割合

は高くなる傾向にあります。 

圏域別では、東コミュニティで 18.1％となっており、ほかの圏域と比較して相

対的に低くなっています。 

 

図表 63 口腔機能低下者（クロス集計） 
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⑥認知機能の低下 

認知機能についてみると、全体の 33.9％がリスク者となっています。性別によ

る特徴的な傾向はみられませんが、男性よりも女性の方が若干リスク者の割合が

高くなっています。年齢階層別にみると、65歳から 75歳までと比較して、80歳

以上で相対的にリスク者の割合が高くなっています。 

 

図表 64 認知機能低下者（クロス集計） 
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⑦ＩＡＤＬの低下 

ＩＡＤＬ低下者の割合は市全体で 11.2％となっています。圏域別にみると、東

コミュニティで 12.4％と、平均を上回っています。また、年齢階層が高くなるに

従ってＩＡＤＬ低下者の割合は高くなる傾向にあります。 

家族構成別にみると、ＩＡＤＬ低下者の割合は「一人暮らし」で 6.2％と最も

低く、「息子・娘との２世帯」（18.6％）が最も高いことが分かります（図表 66）。 

買い物や料理など、基本的には一人で行うことが多い一人暮らしの方が、ほか

の家族構成に比べてＩＡＤＬが高くなる傾向にあることが分かります。 

 

図表 65 ＩＡＤＬ低下者（クロス集計） 
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図表 66 ＩＡＤＬ低下者（家族構成別のクロス集計） 

 
 

⑧うつ傾向 

うつ傾向についてみると、全体の 34.7％がうつ傾向ありとなっています。性別

では、男性（32.5％）と比較して女性（36.5％）の方が高い傾向にあります。90

歳以上でうつ傾向ありと判定された人の割合は 47.5％となっていますが、いず

れの年齢階層でも３割以上がリスク者となっています。 

圏域別にみると、北コミュニティで 38.1％と全体の平均を上回っています。 

 

図表 67 うつ傾向リスク者（クロス集計） 
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（２）在宅介護実態調査 

①調査対象者の世帯類型 

調査対象者の世帯類型についてみると、単身世帯が 27.7％、夫婦のみ世帯が

29.2％となっており、高齢者のみの世帯が 56.9％と半数を超えています。 

80 歳以上は夫婦のみ世帯が、年齢階層が高くなるに従い急減しています。一

方、単身世帯はおおむね 30％前後で高止まりしていることが分かります。その他

の世帯が増加していることを踏まえると、80 歳を過ぎた夫婦のみ世帯の一方が

死別等した場合、親族等との同居へ移行していることがみてとれます。 

 

図表 68 調査対象者の世帯類型（クロス集計） 
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②主な介護者について 

主な介護者との続柄についてみると、ほとんどの属性で「配偶者」又は「子」

と回答した人の割合が高くなっています。 

配偶者（妻）が主な介護者となっているのは 57.0％ですが、配偶者（夫）が主

な介護者であると回答した人の割合は 15.4％となっています。 

 

図表 69 主な介護者との続柄（クロス集計） 
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図表 70 主な介護者の性別（クロス集計） 

 
 

主な介護者の勤務形態についてみると、37.7％がフルタイム又はパートタイム

の仕事をしながら介護を行っていることが分かります。 
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図表 71 主な介護者の就業状況 

 
 

要介護者の介護を理由として過去 1年間の間に退職又は転職した経験があるかを尋

ねたところ、要介護状態が重度になるに従って仕事を辞める人の割合が高くなってい

ます。 

 

図表 72 主な介護者の離職の有無 

 
 

図表 73 働き方の調整について 
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仕事と介護の両立について、今後の就労継続の見込みを尋ねたところ、「問題

なく続けていける」と回答した人は要介護３以上で 4.5％、「問題はあるが、何と

か続けていける」と回答した人の割合は 63.6％でした。要介護者の状態が重度に

なるにつれて就労継続の困難度が増していることが分かります。 

要介護者の施設等への入所・入居の検討状況別でみると、入所・入居の検討な

しでは 19.4％、入所・入居の検討ありでは 10.7％、入所・入居申し込み済みで

は 42.9％が就労の継続が困難と感じていることが分かります。 

このことから、要介護状態が進行することに伴い在宅での介護が困難となった

ことが、施設等への入居・入所の申し込みへとつながっていると考えられます。 

 

図表 74 主な介護者の就労の見込み（クロス集計） 

 
 

 

③親族からの介護の頻度 

親族からの介護の頻度についてみると、要介護度が重度になるに従って頻度も

増加していることが分かります。要介護３以上の重度要介護者では、半数以上の

53.9％が「ほぼ毎日ある」と回答しています。 

また、単身世帯では「ない」と回答した人の割合がほかの世帯類型よりも高く

なっていることから、別居の親族よりも同居の親族の方が介護の頻度が高いこと

が考えられます。 
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図表 75 親族からの介護の頻度（クロス集計） 

 
 

④暮らしについて 

住まいの状況をみると、要介護度が重度になるにつれ、本人の自宅で生活を続

けている人の割合は低くなる傾向にあります。要介護状態が進行するに従い、自

宅での生活が困難となったため、施設等への入居や親族との同居へと移行してい

ることが考えられます。 

 

図表 76 現在の住まい（クロス集計） 
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図表 77 施設等への入所・入居の検討状況（クロス集計） 

 
 

⑤介護保険サービスの利用について 

介護保険サービスの利用について尋ねたところ、訪問系サービスと比較して通

所系サービスの利用者が多い傾向にあります。 

介護保険サービスを利用していない人にその理由を尋ねたところ、半数近くの

47.0％が「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」と回答していま

す。 

一方、要介護度別では重度になるに従って介護保険サービス未利用者の割合は

低くなっていますが、「家族が介護をするため必要ない」と回答した人の割合は

高くなる傾向にあります。日常的な介護が必要な重度要介護状態となった場合で

も、一定の割合では家族による介護だけで生活を継続していることが分かります。 
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図表 78 介護保険サービスの利用状況 

 
 

図表 79 介護保険サービス未利用の理由（クロス集計） 
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⑥介護保険サービス以外の支援について 

介護保険サービス以外に利用している支援と、今後の利用意向について尋ねた

ところ、いずれのサービスでも利用意向が利用実態を上回っています。特に、「外

出同行」、「移送サービス」、「見守り、声掛け」について必要と感じると回答した

人の割合が利用している人の割合を大きく上回っています。 

 

図表 80 利用している又は必要だと思う支援・サービス 

 
  



資料編 

- 138 - 

 

⑦仕事と介護の両立について 

働きながら介護を行う介護者が、勤め先からどのような支援があれば、仕事と

介護の両立に効果があると思うかについて尋ねたところ、「介護をしている従業

員への経済的な支援」が 26.5％と最も高く、次いで「介護休業・介護休暇等の制

度の充実」（23.5％）、「制度を利用しやすい職場づくり」（22.8％）と回答した人

の割合が高くなっています。 

要介護度別では、重度になるにつれて「仕事と介護の両立に関する情報の提供」、

「介護に関する相談窓口・相談担当者の設置」と回答した人の割合が高くなって

います。 

 

図表 81 働き方の調整（クロス集計） 
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⑧ダブルケアについて 

 

【ダブルケアとは】 

同じ世帯で介護と高校生以下の子育てを同時に担っていることを指します。晩

婚化や出産年齢の高齢化等の影響により、育児期に親の介護を同時に引き受け

る世帯が増加しています。平成 27 年度の内閣府男女共同参画局による「育児

と介護のダブルケアの実態に関する調査」によると、ダブルケアを行う人の人

口は約 25 万人で、そのうちおよそ７割に当たる約 17 万人が女性という結果

でした。 

 

ダブルケアを行っている人（ダブルケア該当者）と行っていない人（ダブルケ

ア非該当者）で、主な介護者が不安に感じていることを集計しました。 

ダブルケア該当者では、「夜間の排泄」、「入浴・洗身」、「認知症状への対応」で

非該当者を上回っていることが分かります。 

 

図表 82 不安に思う介護（ダブルケア該当者） 
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４ 大野城市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画策定経過 

 

日  付 内  容 

令和元年 12月 10日から 

令和２年１月６日まで 

高齢者アンケート調査の実施 

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実

態調査） 

令和２年２月 18日から 

令和２年２月 28日まで 

介護サービス等に関する事業者調査の実施 

（在宅生活改善調査及び居所変更実態調査） 

令和２年７月 13日 

令和２年度第１回

大野城市介護保険

運営協議会 

・ 令和元年度高齢者実態調査の

結果報告について 

・ 大野城市高齢者保健福祉計

画・第８期介護保険事業計画

の策定について 

令和２年 10月 21日 

令和２年度第２回

大野城市介護保険

運営協議会 

・ 大野城市高齢者保健福祉計

画・第８期介護保険事業計画

（素案）について 

令和２年 11月 20日 

令和２年度第３回

大野城市介護保険

運営協議会 

・ 大野城市高齢者保健福祉計

画・第８期介護保険事業計画

（案）について 

令和２年 12月 15日から 

令和３年１月 15日まで 

パブリック・コメ

ント実施 

・ 大野城市高齢者保健福祉計

画・第８期介護保険事業計画

（案）について市民から意見

募集 

令和３年１月 29日 

令和２年度第４回

大野城市介護保険

運営協議会 

・ 第８期の介護保険料について 

・ 大野城市高齢者保健福祉計

画・第８期介護保険事業計画

について 
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