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序章 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定の基本事項

第１節 計画策定の概要

第１項 計画策定の背景と目的

（１）高齢化の状況

我が国は，他の先進国に例を見ない速度で高齢化が進んでおり，国立社会保障・

人口問題研究所による日本の将来推計によると，団塊ジュニア世代が 65 歳以上の

前期高齢者となる令和 22（2040）年には，総人口が 11,092 万人, 65 歳以上の高齢

者人口は，3,921 万人，総人口に占める割合（高齢化率）は，35.3％になると推測

されています。

また，高齢者の１人暮らしあるいは高齢者のみで構成される世帯は年々増加の一

途を辿っています。

全国的に高齢化が進む中，取手市の高齢化率も平成 27年１月に 30％を超えて，

なおも上昇しています。

令和２年 10 月１日の高齢者人口は 36,665 人，高齢化率は 34.3％です。平成 22

年 10 月は，高齢者人口は 27,047 人，高齢化率は 24.4％で，10 年前と比較すると

高齢者人口は 9,618 人，高齢化率は 9.9 ポイント増加しています。

高齢者人口のうち，70 歳から 74 歳の年齢層は 10,164 人で，これは人口全体

106,815 人の 9.5％にあたり，続いて 75 歳から 79 歳の年齢層は 8,708 人で，これ

は人口全体の 8.1％にあたり，後期高齢者となる 75 歳前後の年齢層の人数が集中

していると言えます。

令和２年４月１日現在，取手市高齢者台帳に登録している世帯のうち，２人以上

の高齢者のみで構成される世帯として登録されている世帯数（以下「高齢者世帯」

という）は 4,868 世帯，同じく高齢者の１人暮らしとして登録されている世帯数

（以下「１人暮らし高齢者世帯」という）は 4,422 世帯です。平成 22 年４月１日

は，高齢者世帯数は 3,239 世帯，１人暮らし高齢者世帯数は 2,642 世帯で，それぞ

れ 10 年前と比較すると，高齢者世帯数が 1,629 世帯，１人暮らし高齢者世帯が

1,780 世帯増加しています。

（２）高齢者の姿と取り巻く環境

前述したとおり，高齢化率は増加傾向にあります。その中にあって，多くの高

齢者は，これからの長い高齢期をいかに健康で生きがいを持って元気に過ごす

か，といった高い健康意識を持っています。これまでの介護が必要になってから

安心して過ごすにはどうしたらよいかといった受動的な考え方から，介護を必要

としない，心身ともに健康な高齢期を過ごすためにはどうしたらよいかといった
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能動的な考え方に変化してきています。就業・地域参画に意欲を持つ高齢者も多

く存在します。就業については，仕事の区切りを一旦は迎えているとしても，ま

だまだ能力・体力的にも現役との考えを持っています。地域参画については，地

域を基盤とした自主活動，社会貢献活動，生涯学習活動など，これまでの間に蓄

積した経験や知識を活用したいとの考えを持っています。

従って，これからの高齢者に対する行政の施策は，高齢者地域社会の共助の担

い手，サービスの享受者，マンパワーの提供者として，多方面で活躍してもらえ

るよう様々な分野に目を向けた対策を講じる必要があります。

また，高齢者世帯，1人暮らし高齢者世帯数の増加とともに，老老介護の体力・

精神的負担，孤独感，老化・疾病などによる外出困難，高齢者を狙った詐欺行

為，自然災害，感染症への備えなど，日々不安を抱えて生活している高齢者が増

えており，今後の高齢者福祉サービスのあり方が課題となっています。

（３）介護保険法等改正の概要

令和元年度には「認知症施策推進大綱」が取りまとめられ，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

人やその家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として認知症

施策を推進することとされました。

また，令和２（2020）年６月に公布された，「地域共生社会の実現のための社

会福祉法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第52号）に基づき，令和３

（2021）年４月より順次施行される介護保険制度改正等についての主な内容は，

以下のとおりです。

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」

が施行されます。この改正は，地域共生社会の実現を図るため，地域住民の複雑

化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する

観点から，市町村の包括的な支援体制の構築の支援，地域の特性に応じた認知症

施策や介護サービス提供体制の整備等の推進，医療・介護のデータ基盤の整備の

推進，介護人材確保及び業務効率化の取組の強化，社会福祉連携推進法人制度の

創設等の所要の措置を講ずるものです。

その他，介護保険法施行規則の改正による「要介護認定の見直し」や令和３

（2021）年４月からの介護報酬改定の内容との整合性を図っていくことも求めら

れています。

改正法・規則の概要は以下のとおりです。

① 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支

援体制の構築の支援（社会福祉法，介護保険法）
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市町村において，既存の相談支援等の取組を活かしつつ，地域住民の抱え

る課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う，新たな事業及びその

財政支援等の規定を創設するとともに，関係法律の規定の整備を行う。

② 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進

（老人福祉法，介護保険法）

ア 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団

体の努力義務を規定する。

イ 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定す

る。

ウ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり，当該市町村の人口構造の変

化の見通しの勘案，高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高

齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への追加，有料老人ホームの設置状

況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。

③ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進（介護保険法，地域における医療及

び介護の総合的な確保の促進に関する法律）

ア 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え，厚生労働大臣は，高

齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報，地域支援事業の情報

の提供を求めることができると規定する。

イ 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報

等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため，

社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し，正確な連結

に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとする。

ウ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に，当分の間，

医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提供の

業務を追加する。

④ 介護人材確保及び業務効率化の取組の強化（介護保険法，老人福祉法，社

会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律）

ア 介護保険事業（支援）計画の記載事項として，介護人材確保及び業務効

率化の取組を追加する。

イ 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを

行う。

ウ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経

過措置を，さらに５年間延長する。
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⑤ 医療被保険者番号の追加（介護保険法施行規則）

要介護認定申請書に，医療被保険者番号の記入欄を新たに設ける。

⑥ 介護認定有効期間の変更（介護保険法施行規則）

更新認定の直前の要介護度と同じ介護度になった者の有効期間の上限を 36

ヶ月から 48 ヶ月に拡大する。

⑦ 高額介護（予防）サービス費の見直し

高額介護サービス費について，医療保険の高額療養費制度における負担限

度額に合わせ，見直しを図る。

⑧ 食費居住費（特定入所者生活介護サービス費）の見直し

食費と居住費の助成については，助成を受けていない施設入所者や在宅で介

護を受けている方との公平性の観点から，能力に応じた負担となるよう精緻化

し，所得段階間の均衡を図る。

（月額）

収入要件 世帯の上限額

一般・現役並み所得相当 44,400 円

市町村民税世帯非課税等 24,600 円

年金 80 万円以下等 15,000 円

①年収約 1,160 万円以上 140,100 円

②年収約 770 万～1,160 万円未満 93,000 円

③～年収約 770 万円未満 44,400 円

【負担限度額を医療保険に合わせて細分化】
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（４）計画策定の趣旨

平成 12年４月に創設された介護保険制度は，少子高齢化の進展や核家族化の進

行など家族の状況に変化がみえはじめた中，高齢者の介護を社会全体で支える仕

組みとして開始され，訪問介護や通所介護事業など，在宅サービスを中心に，高

齢者の在宅生活を支える仕組みとして広く定着しました。

平成 18年度（第３期介護保険事業計画）からは，それまでの居宅介護サービス

及び施設サービスに加え，地域密着型サービスが整備されるとともに，予防を重

視する仕組みへと転換されました。平成 24年度（第５期介護保険事業計画）から

は，地域包括ケアシステムの実現に取り組むこととされ，医療と介護の連携強化

や認知症施策の推進などが重点とされました。平成 27 年度（第６期介護保険事業

計画）からは，地域包括ケアシステムの構築に向けて，新しい介護予防・日常生

活支援総合事業（以下，「総合事業」といいます。）と包括的支援事業（在宅医

療・介護連携推進事業，生活支援体制整備事業，認知症施策の推進）の実施が位

置づけられました。

平成 30年度（第７期介護保険事業計画）では，地域包括ケアシステムの深化・

推進，介護保険制度の持続可能性の確保等が求められ，団塊の世代が 75 歳以上と

なる令和７（2025）年を見据えて見据えた計画となりました。

今回の『第９期高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画』では，取手市が目

指すべき基本的な目標を定め，団塊の世代全てが 75 歳以上となる令和７（2025）

年から令和 22（2040）年までのを見据え，高齢者人口や介護サービスのニーズを

中長期的に捉え，地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築・推進するた

補足給付
所得段階

第１段階
被保護
非課税世帯の老齢
福祉年金受給者

第２段階
非課税世帯かつ本人
年金収入等80万円以下

第３段階①
非課税世帯かつ本
人
年金収入等80万円
超120万円以下

第３段階②
非課税世帯かつ
本人年金収入等
120万円超

第４段階
（補足給付なし）

世帯に課税者がい
る
本人が市町村民税
課税

預貯金基準 1,000万円以下 650万円以下 550万円以下 500万円以下 ―

基準費用額
（月額）

負担限度額（日額（月額））

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

食費
1,445 円

（4.4 万円）
300 円

（0.9 万円）
600 円

（1.8 万円）
1,000 円

（3.1 万円）
650 円（2.0 万円）

⇒1,300 円（4.0 万円）

-

1,000 万円以下であった
預貯金基準を所得段階に応じてきめ細かく設定

※預貯金基準について，配偶者がいる場合は上記＋1,000 万円の基準となる。
また，第２号被保険者については 1,000 万円以下の基準を維持。

新たな所得段階において，
食費の負担限度額を引き上げ
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め，介護サービス提供体制の整備の推進，医療・介護連携の推進，認知症施策の

総合的な推進等を図り，今後３年間の高齢者福祉や介護保険事業についての具体

的内容を定めています。

第２項 計画の位置づけと計画期間

（１）法令等の根拠

本計画は，老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20条の８，介護保険法

（平成９年法律第 123 号）第 116 条および同法第 117 条に基づいて策定するもの

です。

老人福祉法

（市町村老人福祉計画）

第二十条の八 市町村は，老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業

（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町

村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。

７ 市町村老人福祉計画は，介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護

保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。

８ 市町村老人福祉計画は，社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画

その他の法律の規定による計画であって老人の福祉に関する事項を定めるも

のと調和が保たれたものでなければならない。

介護保険法

（基本指針）

第百十六条 厚生労働大臣は，地域における医療及び介護の総合的な確保の促進

に関する法律（平成元年法律第六十四号）第三条第一項に規定する総合確保方

針に即して，介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本

的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。

２ 基本指針においては，次に掲げる事項について定めるものとする。

一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に

関する基本的事項

二 次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号

の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌

すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定

する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

三 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な

事項
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（市町村介護保険事業計画）

第百十七条 市町村は，基本指針に即して，三年を一期とする当該市町村が行う

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保

険事業計画」という。）を定めるものとする。

６ 市町村介護保険事業計画は，老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町

村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

（２）計画の構成及び他計画との整合性

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画は，在宅福祉サービスと介護保険制度に

基づくサービスとの整合性を図り，高齢者全般に関する施策と事務事業の指針と

してまとめたものです。

両計画は，相互に連携し補完し合うものであるため，本計画においても一体化

した計画として構成し，施策の実効性をより高めます。

また，取手市の上位計画である「とりで未来創造プラン 2020」，取手市の福祉部

局が策定する地域福祉計画や障害福祉計画等，関係する諸計画との整合性を確保

し作成しています。

■ 他計画との相関図

ž老人福祉法
ž介護保険法
ž基本指針 等

厚生労働省

第８期いばらき高齢

者プラン２１（第８期介

護保険事業支援計

画）

茨城県

とりで未来創造プラン２０２０
（令和２年度から５年度）

第３期地域福祉計画
（令和２年度から５年度）

第
９
期
高
齢
者
福
祉
計
画

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画

第
６
期
障
害
福
祉
計
画

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画

そ
の
他
関
連
計
画
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（３）計画期間

計画期間は，令和３年度から令和５年度までの３年間とします。

第３項 計画の策定体制，進行管理体制

本計画の策定にあたっては，「取手市高齢者福祉・介護保険事業運営委員会」

において，介護予防・日常生活圏域ニーズ調査，在宅介護実態調査の結果から，

高齢者の実態や思考等を捉え，地域包括ケア「見える化」システム（※下記参

照）を活用した介護サービス量の現状分析の結果から，介護サービス必要量・事

業量を推計し，実態に即した内容となるよう検討しました。

また，取手市高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員は，医療・保健・福祉

団体関係者，介護保険の被保険者，介護サービス事業者，介護サービス利用者な

どから構成され，平成 31 年４月１日から令和３年３月 31日までを任期として市

長が委嘱しています。本計画に基づく事業の円滑な推進のため，委員会にて次の

事柄について，各委員より意見聴取を行っています

・ 取手市高齢者福祉計画・介護保険事業計画，ほか高齢者福祉に関する事業

策定及び推進に係る検討並びに進行管理に関すること

・ 地域包括支援センターに係る事項

・ 地域密着型サービスに係る事項

※ 地域包括ケア「見える化」システムとは

厚生労働省が，都道府県・市町村における計画策定・実行を支えるために「介

護・医療の現状分析・課題抽出支援」「課題解決のための取組事例の共有・施策

検討支援」「介護サービス見込み量等の将来推計支援」「介護・医療関連計画の

実行管理支援」の機能を提供するため開発したシステムです。前回の「第８期高

齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」策定時より活用しています。以下「見

える化システム」と記載します。

平成
30 年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

令和
22 年度

団塊の
世代が
75 歳以上

団塊
ジュニア
世代が
65 歳以上

第 8期高齢者福祉計画・

第 7期介護保険事業計画

第 9期高齢者福祉計画・

第 8期介護保険事業計画

第 10 期高齢者保健福祉計画・

第 9期介護保険事業計画

令和 7年さらには令和 22 年を見据えた取組
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第２節 市における高齢者の現状

第１項 人口の推移

■ 総人口と高齢者人口の推移 （単位：人）

令和２年までは各年４月１日現在の住民基本台帳の人口で，令和３年からは

「とりで未来創造プラン 2020 を基礎データとした推計値です。

取手市の総人口が減少傾向にあるなか，高齢者人口については今後もしばらく

は３万６千人台で推移していくと見込まれています。

第２項 高齢者の人口・世帯の推移

■ 世代別高齢者人口の推移 （単位：人）

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 … 2025 … 2040

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 … R7 … R22

高齢人口 高齢者以外人口

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 … 2025 … 2040

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 … R7 … R22

前期高齢者（※1） 後期高齢者（※2）



10

令和２年までは各年４月１日現在の住民基本台帳の人口で，令和３年からは国

立社会保障・人口問題研究所が作成した人口推計を基礎データとした推計値で

す。

令和２年７月の人口統計において，後期高齢者数が前期高齢者数を上回りまし

た。今後は，後期高齢者数が前期高齢者数を大きく上回っていくと推察されてい

ます。

※１ 前期高齢者とは，65歳から 74 歳までの高齢者をいいます。

※２ 後期高齢者とは，75歳以上の高齢者をいいます。

■ 高齢者世帯，１人暮らし高齢者世帯数の推移 （単位：戸）

令和３年までは各年４月１日現在，高齢者台帳に登録した高齢者世帯，および

１人暮らし高齢者世帯数の実数値で，令和３年からは高齢者人口の推計値に前年

比の伸び率を乗じた推計値です。高齢者人口は微減していきますが，高齢化率は

高くなっていくため，１人暮らし高齢者世帯や高齢者世帯は増加していくと見込

まれています。

□１人暮らし高齢者世帯数
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第３項 要介護認定者数の推移

■ 介護保険要介護者(要支援含)の認定者数の推移 （単位：千人）

令和 2年度までは 9月末日の実績値で，令和 3年度以降は見える化システムに

よる推計値です。

■ 介護保険要介護者(要支援含)の認定率の推移 （単位：％）

令和 2年度までは 9月末日の実績値で，令和 3年度以降は見える化システムに

よる推計値です。
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取手市の 65 歳以上人口に対する介護認定を受けている人の割合（以下「介護認

定率」という）は，令和２年９月末現在 13.3％となっており，国の 18.6％，県の

15.5％と比較して，低い現状にありますが，令和２年から 75 歳以上の後期高齢者

が 65 歳から 74 歳までの前期高齢者を上回ることから，今後介護認定率の上昇が

見込まれます。

第４項 介護保険サービス等の実施状況

■ 介護保険サービス利用者(累計)の推移 （単位：千人）

平成 30年度までは，各年の年報による実績値で，令和元年度以降は見える化シ

ステムによる推計値です。

令和 22年度には，介護認定者数の上昇に伴い，介護保険サービスの利用者数の

増加が見込まれます。
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■ 介護保険サービス給付費の推移 （単位：千万円）

平成 30年度までは，各年の年報による実績値で，令和元年度以降は見える化シ

ステムによる推計値です。

令和 22年度には，介護サービス利用者数の上昇に伴い，介護保険サービス給付

費の増加が見込まれます。

第５項 各種アンケート調査

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

取手市の高齢者の日常生活の状況，心身の状態，介護予防に対する意識，福祉・

介護保険事業に関する意見などをうかがい，計画づくりに活用するために実施しま

した。

① 調査地域

・ 取手市全域

② 調査対象

・ 令和元年 10月１日現在，市内在住の 65 歳以上の一般高齢者，要支援１～

２，総合事業対象者から無作為に抽出した 2,000 名

③ 調査方法

・ 郵送による配布・回収

④ 調査の実施時期

・ 令和元年 11月 25 日～12月 10 日

⑤ 回答数

・ 配布数 2,000件

・ 有効回答数 1,462 件

・ 有効回答率 73.10 ％
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（２）在宅介護実態調査

介護認定を受けている被保険者及びご家族が在宅での介護の継続・就労の両立を

図るにはどのようなサービスの提供が必要とされているのかを把握するため実施

しました。

① 調査地域

・ 取手市全域

② 調査対象

・ 取手市内に住所があり，要支援・要介護の認定を受けた在宅生活者

③ 調査方法

・ 認定調査時の配布・郵送による回収

・ 郵送による配布・回収

④ 調査の実施時期

・ 平成 31 年３月～令和元年９月

・ 令和元年 10～11 月，令和２年５～６月

⑤ 回答数

・ 配布数 1,455 件

・ 有効回答数 617 件

・ 有効回答率 42.4％

（３）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果概要

全国的に見ても，核家族化は進み，三世代世帯は減少傾向にありますが，取手

市においてもその傾向は顕著で，高齢者世帯数は全体の 65.4％となっています。

介護者の内訳を見ますと，回答数第１位は「介護サービスのヘルパー」の 45.8％

で，次いで「配偶者」の 32.7％となっており，家族の介護負担軽減のため介護サ

ービスを利用する方の割合は高いものの，介護サービスの提供時間以外は,ご家族

が介護されている割合が高いことから,老老介護の負担が懸念されます。とりわ

け，高齢者世帯は配偶者が主たる介護者になっているため，介護負担の重さが感

じられます。

高齢者の外出の機会については，83.8％が「２日に１回以上」外出してます

が，「週１回以下のほとんど外出しない」との回答も 14.4％ほどおり，その理由

として，「足腰等の痛み」に次いで「交通手段がない」があげられていました。

高齢者の健康意識は非常に高く，90％近くの方が興味関心を持っていました。

趣味や生きがいがあると回答した方も概ね高い数値となりました。

また，ボランティアや学習・教養のグループやクラブ等に参加し，活動してい

る方は，半数以下でした。

なお，地域包括支援センターについては，認知しているとの回答が 51.7％，う

ち 8.1％は実際に相談したことがあるとの回答でした。
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（４）在宅介護実態調査結果概要

調査の対象者が 70 歳代の場合，介護者の年齢は同じく 70 歳以上という割合が

62.7％となっており，介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果と同様に老々介護

の現状が見受けられました。

在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスを世帯別でみると，夫婦世帯・

その他の世帯では，「移送サービス」や「外出同行」が高くなっていました。単身

世帯では，「移送サービス」に限らず，家事全般の支援・サービスが高くなってお

り，また，介護度が高くなるにつれ「ゴミ出し」や「見守り・声かけ」の割合が

高くなっていました。その他の世帯と比べて単身世帯では全体的に不安に感じて

いることが多いように見受けられました。そのため，訪問サービスの生活援助サ

ービスを組み合わせることが在宅生活を続けていくうえで有効ではないかと考え

ます。また，重症化に伴い「見守り・声かけ」等を必要とする割合が高くなるこ

とから，地域全体で単身世帯の見守りが重要ではないかと考えられます。

主な介護者が不安に感じる介護等では，「外出の付き添い，送迎等」が 24.4％

と最も多く，次いで「認知症への対応」が 23.8％となっていました。また，「在

宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス」でも移送サービスのニーズが高い

ことが分かりました。

介護者が仕事を続けながら介護を行っていけるかどうかの項目では，要介護 2

以上の方の介護を行っている場合，「問題はあるが，何とか続けている」と答え

た割合が 71.4％と高く，また，その方々が不安に感じる介護では，「認知症状へ

の対応」の割合が高くなっていました。

以上のことから，在宅生活の継続や介護者の就労の継続を推進するためにも，

認知症への相談体制を充実していくことが必要と考えます。また，「移送サービ

ス」「外出同行」に不安を抱えている介護者が多く，さらに「外出同行」につい

ては，介護 3以下でその割合が高いことから，現在は身動きができるが今後重症

化が見込まれる人に対しての「移送サービス」の充実が必要ではないかと考えら

れます。

第６項 日常生活圏域の設定

（１）日常生活圏域の設定の意義と目的

取手市では，平成 18 年度の第４期高齢者福祉計画・第３期介護保険事業計画の

策定時，市内を５つの「日常生活圏域」として設定しました。「日常生活圏域」とは，

保健・福祉や医療関連の施設，地理的条件，人口，交通事情等，様々な社会的条件

や地域の交流状況を総合的に勘案し定める区域のことです。地域資源をつなぐ人的

なネットワークも重要な要素と捉え，地域ケアを充実させるためには，これらが有
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機的に連携し，地域住民の生活を支えるものとして機能することが大切です。

地域密着型サービスについては，基本的に日常生活圏域を考慮して整備を進めま

す。広域型老人福祉施設や老人保健施設については，民間活力等の利用による多様

なサービス提供を促進するため，市域全体を生活圏域とする二層構造的な圏域設定

に位置づけ柔軟に対応していきます。

（２）日常生活圏域の設定

日常生活圏域については，平成 18 年の第４期高齢者福祉計画・第３期介護保険

事業計画策定以降，中学校区を基本とし，いくつかの中学校区を束ねた以下の５つ

の圏域としてきました。その後，少子化の進行などの理由で，現在に至るまでに中

学校の統廃合が行われ，中学校区は見直されています。

しかし，人口バランス等を協議した結果，本計画の日常生活圏域については，第

４期高齢者福祉計画・第３期介護保険事業計画当時の区割りを，引き続き採用する

こととします。

■ 日常生活圏域別地区一覧

圏域 地区名

第１圏域

取手一～三丁目 東一～六丁目 台宿一・二丁目

井野一～三丁目 井野台一・二丁目 青柳一丁目 台宿 取手

井野 青柳 吉田 中央町 長兵衛新田 小堀 小文間 桑原

井野団地

第２圏域

白山一～八丁目 新町一～六丁目 井野台三～五丁目

西一・二丁目 本郷一～五丁目 中原町 駒場一～四丁目

寺田 野々井 稲

第３圏域
新取手一～五丁目 戸頭 米ノ井 ゆめみ野一～五丁目

下高井 上高井 貝塚 市之代 戸頭一～九丁目

第４圏域

岡 和田 山王 配松 神住 中内 椚木 藤代 片町 毛有

清水 小浮気 浜田 上萱場 下萱場 萱場 大曲 新川

双葉一～三丁目 紫水一～三丁目

第５圏域

宮和田 平野 小泉 谷中 中田 米田 渋沼 押切 高須

大留 神浦 光風台一～三丁目 桜が丘一～四丁目

藤代南一～三丁目
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■ 日常生活圏域エリア図

■ 日常生活圏域別人口構成 （単位：人）

令和２年 10 月１日現在の住民基本台帳の人口です。

人口

圏域

総数

40～64 歳 65 歳以上

前期高齢者 後期高齢者

第１圏域 26,139 8,944 8,843 4,010 4,833

第２圏域 27,095 9,280 9,283 4,669 4,614

第３圏域 22,286 6,742 7,322 3,546 3,776

第４圏域 13,993 4,446 5,108 2,462 2,646

第５圏域 17,302 5,738 6,109 3,443 2,666

合計 106,815 35,150 36,665 18,310 18,535

第３圏域

第４圏域

第５圏域

第１圏域

第２圏域
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第３節 計画の基本的な考え方

第１項 計画の基本理念

基本理念 「住み慣れた地域で健康・幸福にくらせるまちの実現」

前節までの背景と目的，現状，及び取手市の最上位計画である第六次取手市総

合計画における市の将来構想「ぬくもりとやすらぎに満ち，共に活力を育むまち

とりで」を踏まえ，将来にわたって住み慣れた地域で健康・快適にいきいきと暮

らし続けることができるまちづくりを進めるため，基本理念を以下のとおり定め

ました。

第２項 計画の基本目標

基本目標１ 「高齢者福祉サービスの推進」

取手市の在宅高齢者福祉サービスのあり方については過去に，介護保険サービ

スを利用しても生活の充足が図れない高齢者を補完するものと実施されていた事

業を見直し，本当に必要な人に厚い福祉サービスを提供することとし，他の社会

保障制度や公的サービスと内容が重複しているものを整理した経過があります。

今期計画においてもこの考えを踏襲し，介護保険サービスを補完する在宅高齢者

福祉サービスの提供に努めます。

基本目標２ 「健康づくり・介護予防を総合的に推進するための仕組みづくり」

健康づくりや介護予防の推進を図り，高齢者のニーズに応じた多様な生活支援

を提供することとします。

今後は，住民主体による介護予防活動を支援するなど，地域における様々な社

会資源との連携を強化します。

基本目標３ 「高齢者が住み慣れた地域でくらせるための仕組みづくり」

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止を図るとともに，在宅医療・介護の

連携，総合的な認知症施策等を推進し，必要な方に必要なサービスが提供されるよ

う，地域包括ケアシステムの深化・推進を図ります。

基本目標４ 「介護保険制度の円滑な運用」

介護離職ゼロの実現に向けて，中長期的な人口構造の変化の見通しを踏まえな

がら，令和 22（2040）年までの介護保険サービス，地域支援事業の量の将来推計

を行い，加えて，リハビリテーションの提供体制の確保，介護給付費適正化事
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業，介護人材の確保，業務の効率化における施策も考慮し，第８期介護保険事業

計画期間の第１号被保険者の介護保険料を決定します。

第３項 計画の体系

基 本 理 念 基 本 目 標 基 本 施 策

第

９

期

高

齢

者

福

祉

計

画

・

第

８

期

介

護

保

険

事

業

計

画

住
み
慣
れ
た
地
域
で
健
康
・
幸
福
に
く
ら
せ
る
ま
ち
の
実
現

第１章
高齢者福祉サー
ビスの推進

第２章
健康づくり・介
護予防を総合的
に推進するため
の仕組みづくり

第３章
高齢者が住み慣
れた地域でくら
せるための仕組
みづくり

ž 高齢者の実態把握
ž 在宅福祉サービスの充実
ž 高齢者等の住まいの支援

ž 健康づくりと介護予防の充実
ž 一般介護予防事業の推進
ž 生涯現役社会の推進及び高齢者の就労・就業
等の支援

ž 地域包括支援センターの機能強化による相談
支援体制の充実

ž 生活支援体制整備事業の推進
ž 認知症施策の総合的な推進
ž 在宅医療・介護連携の推進
ž 地域ケア会議の実施
ž 成年後見制度の利用促進を中心とした権利擁
護の推進

ž 重層的支援体制への実現に向けた取組み参加
と，協働の地域づくりの推進

ž 自立した日常生活の支援，介護予防又は悪化
防止に向けた取組み及び目標設定・評価

第４章
介護保険制度の
円滑な運用

ž 介護サービスの質の向上
ž 介護人材の確保及び育成
ž 安心できる居住施設の整備
ž 介護サービス量の見込
ž 地域支援事業の量の見込
ž 介護給付費適正化事業の取組み及び目標設
定・評価

ž 第１号被保険者の介護保険料
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第１章 高齢者福祉サービスの推進

第１節 高齢者の実態把握

第１項 取手市の人口推計

取手市の年齢層別人口，及び高齢化率は下表のように推測されます。

取手市における高齢化率は全国的に見ても高い水準となっていますが，要介護

認定率は一転して低く，元気な高齢者が多いと考えられます。これは，認定率が

急激に上昇する 75 歳以上高齢者のひとつ前の世代である，65 歳から 74 歳までの

前期高齢者において，健康増進や社会活動に勤しむ方が多いことが要因と考えま

す。

序章にて前述のとおり，高齢者人口は，令和２年をピークに増加していました

が,令和３年以降，緩やかに減少していきます。しかし，前期高齢者と後期高齢者

の割合は令和２年を境に逆転し，比較的元気な高齢者の多い前期高齢者人口より

も，要介護リスクの高い後期高齢者人口が大きく増加していくことが見込まれま

す。

■ 年齢層別人口と高齢化率の推移 （単位：人）

令和２年度までは，各年４月１日現在の実数値で，令和３年度以降は見える化

システムによる推計値です。

年度

区分

実績値 推計値

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

総人口 107,704 107,204 107,017 106,142 105,549 104,906 103,476 84,641

0～14 歳 11,476 11,254 11,045 10,947 10,775 10,642 10,340 8,747

15～64 歳 60,570 59,771 59,407 58,607 58,144 57,749 56,890 43,240

65 歳以上 35,658 36,179 36,565 36,589 36,630 36,515 36,245 32,653

高齢化率 33.10 33.74 34.16 34.47 34.70 34.80 35.02 38.57

前期高齢者 19,388 18,762 18,287 18,014 17,278 15,896 13,908 14,573

前期高齢化率 18.00 17.50 17.08 16.97 16.36 15.15 13.44 17.21

後期高齢者 16,270 17,417 18,278 18,575 19,352 20,619 22,337 18,080

後期高齢化率 15.10 16.24 17.07 17.50 18.33 19.65 21.58 21.36
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第２項 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施

序章にて前述のとおり，取手市では，要介護状態になる前の高齢者について，

要介護状態になるリスクの発生及び同リスクに影響を与える日常生活を把握する

ことで，地域の抱える課題を特定することを目的に，令和元年 11 月にニーズ調査

を実施しました。

本章では，このニーズ調査の結果を踏まえて，今後の取手市における在宅福祉

サービスの考え方を示します。

第３項 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果から見えること

（１）総合事業対象者・要支援者の年齢層別の認定状況

認定状況について，総合事業対象者・要支援者の年齢階層別に見ていくと，75

歳から 79歳は 10.5％，80 歳から 84歳は 24.5％，85 歳から 89歳は 33.6％，90

歳以上は 55.5％でした。年齢層が高くなるにつれ，より認定率も高くなる傾向が

分かる結果となりました。

（２）家族構成と住居形態

「夫婦のみの世帯」が 48.8％，「１人暮らし世帯」が 16.6％と，65.4％が２人

以下の世帯であり，「２世帯」や「その他」の回答は，32.9％に留まっていま

す。夫婦のみの世帯の割合は高い水準であり，将来的には１人暮らしとなってい

くため，１人暮らし世帯も増加していきます。

住居形態としては，77.4％が「一戸建てを所有」と回答しており，うち 65.4％

が２人以下と考えた場合，将来において，空き家が増加していくことが懸念され

ます。

（３）介護・介助支援・助け合いについて

調査対象者が要介護認定者は除外しているため，「現在何らかの介護・介助を

必要とする高齢者」は 14.3％と少ないですが，年齢が進むにつれ数字は高くなっ

ていくと推測されます。介護・介助が必要な高齢者の中でも，必要になった原因

は「高齢による身体能力の低下」，「骨折・転倒」，「脳血管疾患」が多く，日

頃からの習慣・食事・運動等の介護予防の継続が有効と考えられます。介護・介

助者としては「介護サービスのヘルパー」が 45.8％，次いで「配偶者」32.7％と

なっており，家族による介護の負担軽減を図るため，介護サービスを利用する方

は増えております。介護サービスを利用していない時間は，ご家族が主な介護者

となっていることから将来の老老介護の負担が懸念されることから，介護の重症

化にならないよう介護予防に努めていくことが，望まれます。
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また現況では，心配事や愚痴を聞きあう相手は「配偶者」，「友人」，「子ど

も」と続きますが，「そのような人はいない」という回答も若干あり，今後は地

域での支え合いや見守りなど互助関係を構築していくことが，益々重要となって

いくと考えられます。

（４）健康・食事・外出について

階段昇降や起立，継続的な歩行について，「できるけどしていない」が 11.5～

19.2％，「過去１年間に転んだ経験がある」は 29.6％，「転倒に対する不安があ

る」は 46.5％と高い割合となっており，慢性的な運動不足による筋力低下が見受

けられます。

「外出を控えている」と回答した 16.2％のうち，58.2％が「足腰などの痛みに

より控えている」と回答しており，日頃からの運動機能低下防止が必要でありま

す。そのためには，健康体操や地域活動，趣味の活動への参加を促進し，継続し

て楽しみながら運動できる状態を作ることが望ましいと考えられます。

また，ほかに多かった回答は，「交通手段がない」が 16.5％，「外での楽しみ

がない」が 16％と，運転免許証返納後や免許証を持たない高齢者の交通手段の確

保や高齢者の居場所づくりなど，高齢者の外出機会を創出し，閉じこもりを解消

していくことが，今後の大きな課題と考えられます。

食事面については，運動機能と同様に，年齢が高いほど咀嚼機能の衰えを感じ

る割合が高くなっており，心身の健康は食事がおいしく取れるか否かで大きく変

わってくるため，早いうちからの正しい口腔ケアで健康な歯の保持に努め，介護

予防に繋げていくことが重要と考えます。

（５）地域での活動への意欲

ボランティア，スポーツクラブ，学習・教養サークル，老人クラブ，町内会・

自治会活動への参加状況は，46.2％～69.4％が「参加していない」と回答してお

り，参加者は 3.4％～31.3％程度です。しかし中でも，町内会・自治会への参加は

21.7％，スポーツクラブ等への参加は 27.8％，趣味関係のグループへの参加は

31.3％と，参加状況の中では，趣味関係や地域の自治活動への参加の割合が高い

状況になっています。

また，地域住民での有志で，健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行い，

生き生きとした地域づくりを進めるとしたら参加してみたいかとの問いには，

55.2％が「参加してもよい」と回答しており，その活動に企画・運営で参加して

みたいかの問いには，34.3％が「参加しても良い」と回答していることから，既

存のクラブでなく，生き生きとした活動を窺わせる前向きなクラブへの参加には

興味があり，携わることを望む高齢者が多いと感じられます。

今後は，自分達の地域の住民同士で地域のあり方を考え，地域のより良い関係

性の構築や，自発的な活動の立ち上げが期待されます。
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第２節 在宅福祉サービスの充実

第１項 見守り施策の推進

全国的に高齢化率は上昇を続け，取手市では全国平均を上回っている状況で

す。高齢者世帯や１人暮らし高齢者が今後も増え続ける将来に向けて，益々高齢

者の見守りが必要になっていくことから，地域コミュニティによる助け合いや見

守りについて市民と協働し推進していきます。

（１）日常的見守り

日常的見守りは，公的サービスと地域ボランティア団体の活動に大きく整理で

きます。後述の公的サービスの充実を図ると共に，お休み処運営，ふれあいサロ

ン，給食ボランティア等，各ボランティア団体の活動について，住民主体の活動

が安定して継続できるよう，取手市は側面から支援していきます。

地域で活動するボランティア団体は，元気な高齢者が中心となって地域の見守

りに大きく貢献しています。これらのボランティア団体の活動を支援すること

は，地域の見守りの強化と高齢者の社会参加を促進する二重の効果をもたらしま

す。

また民生委員や地域包括支援センター職員による自宅訪問以外にも，新聞配達

やコンビニエンスストアの宅配時等，高齢者の異変に気づいた際に通報をいただ

き安否を確認する等，民間事業者との協働による見守りを推進していきます。

第２項 在宅福祉サービスの推進

（１）在宅高齢者福祉サービスの基本方針

高齢者の生活の安定と充足を図るため，これまで介護保険制度だけでは満たさ

れない部分の充足が必要な方に，補完的に必要なサービスを提供することとし，

対象者の明確化やサービス内容の見直しを行ってきました。

今期計画においても引き続きこの視点に立ち，低所得者や１人暮らしの高齢者

に対しての支援を行い，介護保険制度では補えない高齢者のニーズに応えていき

ます。

後述の各事業の利用者推計については，これまでの利用実績と高齢者人口の増

加を考慮し推計を行っています。
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（２）見守り施策としての在宅福祉サービス

■ 愛の定期便事業 （単位：人，本）

【内 容】 65 歳以上の１人暮らし高齢者を訪問し，乳酸菌飲料を配布しながら安

否や健康の保持の確認，孤独感の解消を図ります。

【対象者】 安否確認が必要な 65歳以上の１人暮らし高齢者

【実 績】 利用人数，延べ配達本数とも減少していますが，介護サービス利用に至

るまでの繋ぎのサービスであり，必要な方にご利用いただいており，安

心を提供する事ができました。

【今後の方針】 外出の機会が少なく，閉じこもりがちな方や近隣に家族がいないな

ど，孤立した状況にある虚弱で安否確認の必要な方に対し，利用を進め

ていきます。

また，事業内容等については，随時，見直しを行っていきます。

■ 安心コール （単位：人，回）

【内 容】 １人暮らし高齢者等に対し，地域包括支援センターが電話で定期的な声

掛けを行い，安否確認，孤独感の解消を図ります。

【対象者】 安否確認が必要な 65歳以上の高齢者

【実 績】 日常生活に異常がないこと，孤独感・孤立感及び生活不安の解消に繋げ

ることができました。

【今後の方針】 見守り施策の一環として,安否確認の必要な方に今後も継続して実

施します。

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

利用者人数 60 52 50 52 54 55 55 60

延配達本数 4,238 4,038 4,238 4,578 4,918 5,088 5,088 5,938

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

利用者人数 25 27 27 27 27 27 30 30

延コール回数 600 650 650 650 650 650 700 700
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■ 緊急通報システム設置事業 （単位：台）

【内 容】 ボタン操作ひとつで，緊急時の通報や心身の健康面などの相談ができる

装置や自動通報火災警報器を設置します。平成 29年度から空間センサー

による安否確認による自動通報機能を加えたシステムに変更し，より多

くの心身の不安感や孤独感の解消を図っています。

【対象者】 65 歳以上の病弱な１人暮らし高齢者世帯，必要性の高い高齢者世帯

【実 績】 １人暮らし高齢者世帯等への設置を進め，安心を提供する事ができまし

た。総利用台数は，転出や施設入所等による撤去もあり，ほぼ横ばいと

なっています。今後も１人暮らし世帯は増加していくため，利用台数も

増加が見込まれます。

【今後の方針】 在宅の病弱な１人暮らし高齢者等の緊急通報時の迅速な対応体制と

日々の安心を提供するため，必要性のある世帯への設置を進めていきま

す。

また，事業内容等については，随時，見直しを行っていきます。

■ 配食サービス事業 （単位：人，食）

【内 容】 夕食のお弁当を宅配し，安否の確認や孤独感の解消を図ります。

【対象者】 安否確認が必要な 65歳以上の高齢者

【実 績】 安否確認の必要性の高い高齢者へ，栄養バランスの良い配食サービスを

通じて安心を提供する事ができました。利用者人数は緩やかに減少して

いますが，１人あたりの延べ配食数は増加傾向にあります。

【今後の方針】 今後も安否確認が必要な高齢者に対して，十分なアセスメントを実

施し，計画的な配食サービスを提供していきます。

また，事業内容等については，随時，見直しを行っていきます。

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

利用台数 470 501 495 500 505 510 520 530

年度

分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

利用者人数 92 128 135 135 136 138 140 130

延配食数 15,778 14,479 17,114 17,114 17,254 17,534 17,814 16,414
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■ 見守りキーホルダー・ステッカー事業 （単位：人，件）

【内 容】 認知症による徘徊のおそれがある高齢者へ，キーホルダーと反射ステッ

カーを配布することで，保護時の本人特定や緊急連絡先への連絡を迅速

に行います。

【対象者】 40 歳以上の認知症，もしくは見守りが必要な 65歳以上の高齢者

【実 績】 平成 28年 10 月１日から事業開始。地域包括支援センターにて 24 時間

通報に対応し，家族への迅速な連絡に役立つことができました。

【今後の方針】 認知症発症者は増加傾向にあり，今後も事業の周知に努め，必要と

する利用者の登録促進に努めていきます。

（３）見守り施策以外の在宅福祉サービス

■ 紙おむつ支給事業 （単位：人）

【内 容】 在宅で紙おむつを必要とする高齢者に，年４回支給します。

【対象者】 要介護３以上，若しくは要介護１以上で認知症状があり，おむつを必要

とする住民税が非課税の在宅高齢者

【実 績】 高齢者の自宅に配達することで，高齢者や介護者の金銭面と，かさ張る

荷物となる買物の二つの負担を軽減することができました。

【今後の方針】 地域支援事業の任意事業「家族介護支援事業」のうち介護用品の支

給要件が，要介護４以上，要介護３以下で要介護認定時の調査票におい

て，「排泄」の項目が，「見守り等」以上に該当する者に改正させたこ

とから，国の支給要件に合わせて，本市の支給要件を改正して，事業を

継続していきます。

また，事業内容等については，随時，見直しを行っていきます。

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

利用者人数 140 181 231 270 310 350 390 250

保護通報件数 6 0 3 5 5 5 5 5

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

延支給者数 1,224 1,307 1,362 1,350 1,350 1,350 1,350 1,200
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■ 高齢者移動支援事業 （単位：人，回）

【内 容】 移動制約者（要支援，要介護者や身体障害者手帳受給者及び肢体不自

由，精神障害などにより，単独では公共交通機関を利用することが困難

な方）で，福祉有償運送の許可を受けた団体の移動支援サービスを利用

する高齢者に対し，移送サービス利用時及びタクシー利用時に使用でき

る助成券を発行します。（月あたり合計４枚）

【対象者】 住民税が非課税の移送団体登録者

【実 績】 助成券交付者は増加傾向にあり，今後も増える見込みです。

【今後の方針】 継続して移動制約者，移送支援団体の支援に努めます。

また，道路運送法の改正により，事業者協力型自家用有償旅客運送が創

設され，同制度の運用を行っている自治体の取り組み等の事例を調査研

究し，本市での運用について検討していきます。

■ ステッキカー購入助成事業 （単位：人）

【内 容】 歩行に支障がある高齢者が使用するステッキカーの購入費の半額を助成

します。（１人１回限度，上限 5,000 円）

【対象者】 外出時に杖等を必要とする，住民税が非課税の 65 歳以上の高齢者

【実 績】 １人１回限度の助成で，助成人数は横ばいです。

【今後の方針】 歩行に支障がある高齢者に対し，購入費の助成を継続支援していき

ます。

また，事業内容等については，随時，見直しを行っていきます。

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

助成券交付者
数

508 592 580 580 590 600 620 620

移送団体送迎
回数

8,536 8,489 8,321 8,120 8,260 8,400 8,680 8,680

タクシー利用
回数

4,091 4,762 4,666 4,640 4,720 4,800 4,960 4,960

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

助成人数 22 19 15 20 20 20 20 20
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■ 訪問理美容サービス事業 （単位：人，円）

【内 容】 在宅の外出が困難な高齢者へ，在宅において理容師・美容師から調髪が

受けられるように訪問費用の助成を行います。（１回あたり 2,000 円，

年間最大４枚）

【対象者】 寝たきりなど外出が困難，もしくは認知症などの理由で常時介護を要す

る，住民税が非課税の 65 歳以上の在宅高齢者

【実 績】 対象者は緩やかに増加していますが，ほぼ横ばいの状況です。

【今後の方針】 今後も，在宅にて理美容を受けることで前向きに生活を送ることが

できるよう，理美容師の訪問費用の助成を継続していきます。

また，事業内容等については，随時，見直しを行っていきます。

■ 家族介護慰労金支給 （単位：件）

【内 容】 ８月１日から翌年７月 31 日までの１年間の期間中，介護サービスを利

用しない在宅の高齢者を介護する家族に慰労金を支給します。支給額は

１件あたり 100,000 円です。

【対象者】 上記期間中，介護サービスの利用がなく，病院等への入院が３ヶ月以内

の要介護４以上に相当する在宅の住民税非課税高齢者を介護する，住民

税非課税世帯の家族

【実 績】 近年は対象者による申請はありませんが，平成 25 年度以前は２～３件

の支給がありました。

【今後の方針】 今後も対象家族からの申請を募り，慰労金支給を継続していきま

す。

また，事業内容等については，随時，見直しを行っていきます。

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

対象者数 16 17 17 17 18 18 20 20

助成金額 66,000 60,000 60,000 72,000 78,000 78,000 80,000 80,000

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

支給件数 0 0 0 2 2 2 2 2
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■ 在宅自立高齢者短期入所事業 （単位：人）

【内 容】 １人での生活が不安視される介護保険非該当（自立）の高齢者と同居す

る家族が，慶弔等止むを得ない事情により一時的に不在となる際，特別

養護老人ホームへの短期入所を支援します。

【対象者】 上記に該当する介護保険非該当の高齢者

【実 績】 緊急時の対応であり，令和２年度は上半期時点で２件発生しました。

【今後の方針】 今後も突発的に発生する短期入所措置への支援を継続していきま

す。

（４）在宅以外の福祉サービス

■ 敬老祝金支給 （単位：人）

【内 容】 88 歳，99 歳以上の高齢者に祝金を支給し，長寿を祝福します。

【対象者】 毎年９月１日現在で住民登録されており，引き続き３ヶ月以上居住し，

年度内に満 88 歳もしくは 99歳以上の年齢に達する高齢者

【実 績】 高齢化に伴い，支給対象者は増加傾向にあります。

【今後の方針】 祝金支給事業は，長寿の祝福を受ける高齢者にとってなくてはなら

ない励みになる行事であるため，今後も継続していきます。

また，事業内容等については，随時，見直しを行っていきます。

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

利用者人数 0 0 2 2 2 2 2 2

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

支給対象者 546 580 625 669 750 852 1,030 581
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第３節 高齢者等の住まいの支援

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ，自立した日常生

活を営む事ができるよう，様々な課題を分析するとともに，居住等に関する施策

と介護給付等対象サービス等に関する施策との有機的な連携を図りつつ，包括的

に支援していきます。

（１）市営住宅の整備

令和２年 10 月１日現在，市内 11 箇所に 281 戸の市営住宅を設置しています。

なお，入居者の選考にあたっては高齢者を優遇しています。

（２）介護保険制度との連携

高齢者の転倒等によるけがの防止や，生活しやすさを向上させるため，介護保

険による住宅改修制度を活用し，手すりの設置や室内外のバリアフリー化を図り

ます。

（３）その他計画との連携

高齢者の居住安定を確保するため，国の住宅セーフティーネットによる賃貸住

宅供給の充実や，茨城県高齢者居住安定確保計画との連携を図ります。
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第２章 健康づくり・介護予防を総合的に推進するための仕組みづくり

第１節 健康づくりと介護予防の充実

第１項 健康づくりの推進

取手市では，地域で元気に暮らせる社会を実現するために，スマートウェルネ

ス（「健幸（けんこう）」＝健康で幸せ：身体面の健康だけでなく，人々が生き

がいを感じ，安心安全で豊かな生活を送れること）のまちづくりを進めていま

す。

市民全体の健康づくりのためには，いつでもどこでも気軽に健康づくりに取り

組める環境を整備し，市民一人ひとりが生活習慣に関心を持ち，健康維持に努め

ていくための施策展開を図る必要があります。

スマートウェルネスとりでの実現に向け，「健康づくり」，「幸せづくり」の

２つの柱の下に「元気な体をつくる運動の推進」，「おいしくバランスのとれた

食生活の推進」，「生きがいづくり」，「地域・家族の絆づくり」の施策を行っ

ています。

また，健康とりで２１や取手市国民健康保険保健事業総合計画等における，ラ

イフステージに応じた生活習慣病予防との連携を重層的に図りながら，健康寿命

の延伸及び要介護状態の予防や悪化の防止を図ります。

第２節 一般介護予防事業の推進

一般介護予防事業は，要支援や要介護になるおそれのある高齢者ができる限り自立

した生活を送れるように，早い段階から支援をすることを目的としています。

今後も一般介護予防事業を中心とした介護予防の推進に取り組んでいきます。

第１項 介護予防事業の推進

（１）介護予防把握事業

要支援及び要介護認定を受けていない７５歳以上のひとり暮らし高齢者を中

心に，地域包括支援センターの職員が訪問し，安否確認も含め必要に応じ，高

齢者福祉サービスや介護保険制度の案内等を行っていきます。

（２）介護予防普及啓発事業

高齢化が進む中で，介護予防に関する知識の普及・啓発を図り，介護予防を

心がけてもらうことが，元気な高齢者の増加や介護認定者の増加抑制にもつな

がるため，運動機能向上や栄養改善，口腔機能向上のための講座を開催してい

きます。
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（３）地域介護予防活動支援事業

介護予防を目的とした住民主体の活動の支援や自主的な介護予防活動の支援

を実施し，介護予防に対する意識の向上を図り，要介護認定者の減少を目指し

ていきます。

（４）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の取組を機能強化するために，理学療法士などのリハ

ビリテーション専門職の訪問による住民主体の通いの場での助言や指導を行い

ます。

事業名 内容

介護予防講座

介護予防に必要な運動機能，口腔機能，栄

養改善，認知症予防等に関し，専門職から身

近な場所（集会所，自治会館等）で学びます。

地域介護予防教室

通いの場に専門職を派遣し，運動機能，口

腔機能，栄養改善，認知症予防等の講座を開

催することで，通いの場の充実を図ります。

事業名 内容

自治会・町内会等の自主グルー

プへの支援

住民主体の支え合い活動を行いたい人

や団体に向けて，活動の立ち上げ支援，組

織づくり・拠点づくり支援等を行います。

取手市シルバーリハビリ体操

指導士の会への支援

茨城県が推奨しているシルバーリハビ

リ体操は，県と取手市の共同で体操指導を

行うボランティアを養成し，市内各地区に

おいてボランティアによる健康づくり，介

護予防活動を実施しています。

チューブ体操指導者の会

への支援

チューブ体操は，チューブを使い，適度

な負荷をかけることで，筋肉を鍛えること

ができる体操です。取手市独自で体操指導

者を養成し，市内各地区においてボランテ

ィアによる健康づくり，介護予防活動を実

施しています。

介護支援ボランティアポイン

ト制度

高齢者が指定の介護保険事業所等での

ボランティア活動を通して積極的に社会

貢献し，地域貢献を奨励するとともに自身

の介護予防を促します。

また，ボランティアによって得たポイン

トに応じて交付金を交付します。
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第２項 一般会計による自立支援・重度化防止等に資する事業

平成 30 年度からＰＤＣＡサイクルによる取組の一環で，財政インセンティブとし

て，全国一律の客観的な評価指標を設定し，高齢者の自立支援・重度化防止等に関

する取組を支援する新たな交付金として，保険者機能強化推進交付金が創設されま

した。 さらに，令和 2年度から介護予防・健康作づくりの取組を特別に評価する

交付金として，介護保険保険者努力支援交付金も新たに創設されました。

なお，保険者機能強化推進交付金については，市町村の独自事業への活用が可能

となったことから，高齢者の自立支援・重度化防止等を一層強化してくことが望ま

れます。

令和 3年度以降は以下のような自立支援・重度化防止等に資する事業を実施しま

す。

第３項 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

令和元年の医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一

部を改正する法律の改正による改正後の介護保険法等により，介護予防を進めるに

あたり，高齢者の保健事業と一体的に実施するよう努めるものとされました。

一体的実施を行うにあたっては，介護・医療・健診情報等の活用を含め総合的な

観点から検討する必要があるため，国保年金課等の医療部局と連携し，今後検討し

ていくこととします。

第３節 生涯現役社会の推進及び高齢者の就労・就業等の支援

第１項 高齢者の就労・就業等の支援

昨今の定年の延長や再雇用等，60歳以上の方でも働き続ける方が多くなってい

ます。その影響から，シルバー人材センターや高齢者クラブなどの加入者の年齢

が 70 歳前後と高くなっている状況で，70 歳前後の多くの方々が社会参加を通じて

健康増進に勤しみ，活躍されています。

今後も高齢化率が高くなるとともに，労働生産年齢人口・割合は減少し，現役

世代１人が，１人の高齢者を支える時代も遠からずやってきます。

事業名 内容

健康づくり支援事業

フィットネスクラブ等に新規入会または利

用開始し，６か月以上継続して健康づくりに取

り組む市民へ利用料金の助成を行います。

健康づくり体験イベント事業

健康づくり体験イベントに協力してくれる

団体を募り，官民連携した協働事業として実施

します。
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国内のあちらこちらで叫ばれているように，今後は年齢にこだわらず，元気な

高齢者には現役として社会参加をしていただき，就労・就業だけでなく，地域で

の社会参加も含め，一人ひとりが可能な限り社会貢献していくこと，役割を果た

していくことが必要となります。

今後，進んでいく企業等における高齢者の雇用促進についても，必要に応じて

支援していきます。

（１）シルバー人材センターの活用

公益社団法人取手市シルバー人材センターでは，「自主・自立・共働・共助」

の理念の下に，60 歳以降の定年退職者等の希望や，知識及び経験に応じた，臨時

的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係る就業の機会を確保，提供するこ

とにより，多様な社会参加活動を支援し，勤労意欲のある者に対する就業支援と

高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図り，活力ある地域社会づくりに寄与す

ることを目的としています。

会員の年齢は，定年の延長等により 70 歳以上の方がほとんどであり，自身や家

族の健康事情により，退会する方も少なくない状況です。

また，昨今請負業務に係る法的規制が厳しくなったことで見直しを余儀なくさ

れた業務もあり，一般労働者派遣事業や有料職業紹介事業を展開し就業の機会の

確保に努めているところです。取手市では引き続き高齢者の生きがいの充実によ

る活力ある地域社会づくりを進めていくため，継続してシルバー人材センター事

業を支援していきます。

■会員数と請負業務の就業延人数 （単位：人，件）

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

60 歳以上人口 42,464 42,619 42,785 43,404 44,154 44,895

会員人数 615 577 600 605 610 615

受注延件数 5,136 5,278 5,300 5,340 5,380 5,420

就業延人数 39,358 36,140 38,160 38,445 38,736 39,024
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■一般労働者派遣事業の就業延人数 （単位：件，人）

■有料職業紹介事業就職者数 （単位：人，件）

（２）取手市地域職業相談室の活用

取手市には，国との連携事業により公共職業安定所（ハローワーク）と同じく

求人情報や職業相談が受けられる地域職業相談室があるため，高年齢者の雇用情

報や就業促進が図れるよう，茨城労働局との連携強化や情報提供の充実に努めま

す。

（３）取手市生涯現役促進地域連携事業推進協議会の設置

取手市では，高齢者の雇用・就業促進に向けた地域の取組を推進するため，国

が推し進める生涯現役促進地域連携事業を通じ，取手市・シルバー人材センタ

ー・取手起業家支援ネットワーク・商工会等で構成する協議会を立ち上げ，高齢

者及び地域のニーズ等を踏まえた創意工夫のある高齢者の雇用・就業機会の確保

に資する事業展開を図ります。

特に取手市では，取手起業家支援ネットワーク「Ｍａｔｃｈとりで」の設立に

より，起業に向けた支援プログラムメニューや環境が充実していることから，そ

の強みを生かしてＭａｔｃｈとりでと連携した高齢者に適した起業支援事業を実

施していきます。

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

受注延件数 43 37 40 40 40 40

就業人数 66 75 70 70 70 70

就業延人数 8,958 5,854 7,000 7,000 7,000 7,000

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

求職者数 10 1 10 5 5 5

求人件数 8 4 15 15 15 15

求人数 17 5 10 10 10 10

就職者数 4 0 10 10 10 10
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第２項 生涯現役社会づくりの支援

（１）ボランティア活動への参加

定年退職後の方については，その能力を十分に活かし，ボランティア活動を通

じて地域に貢献していくことと考えています。

個々にボランティア団体に登録する方法以外では，取手市で実施している「介

護支援ボランティアポイント制度」を利用し，介護事業所等で都合の良い時間に

ボランティア活動に参加することが可能です。

また，介護事業所等でのボランティア活動だけに留まらず，より多種多様なボ

ランティア活動への参加意欲のある方には，ボランティア団体や地域のニーズ等

の情報提供を行い，ボランティア活動の場を広げるための支援をしていきます。

■介護支援ボランティアポイント制度 （単位：人，時間，箇所）

【内 容】 高齢者が，近隣の介護事業所等でのボランティア活動を通して積極的に

社会貢献することを奨励するとともに，自身の介護予防を促します。

また，ボランティアによって得たポイントに応じて交付金を交付しま

す。

【対象者】 65歳以上の元気な高齢者

【実 積】 新型コロナウイルス感染症拡大防止により，ボランティア活動の自粛，

受入指定施設の入館制限の措置等の影響を受け，参加者及び従事時間数が

激減した。

【今後の方針】 新型コロナウイルス感染症の感染状況を勘案しながら，登録者がボ

ランティアとして参加しやすい環境づくりに努めます。また，通いの場事

業に従事及び利用した際に，ボランティアポイントを付与するなど，利用

拡充のついて検討していきます。

（２）高齢者クラブへの参加

高齢者クラブは，取手市の各地域を基盤とする概ね 60歳以上の方を対象とした

自主的な組織です。仲間づくりを通して，生きがいや健康づくり，生活を豊かに

する楽しい活動を行うとともに，各個人の知識や経験を生かして，地域の諸団体

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

登録者数 268 277 270 260 260 260

延従事時間数 3,387 2,780 200 800 800 800

受入指定施設数 27 27 28 28 28 29
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と協働し，地域を豊かにする社会活動に取り組み，明るい長寿社会づくり，保健

福祉の向上に努めることを目的としています。

組織は日常的に声を掛け合い，歩いて集まることのできる小地域の範囲で組織

しています。

定年の延長により，60 歳を過ぎても働き続ける人が多いことから，70 歳前後に

なった方が参加し始める傾向にあり，会員の自然増加は難しい状況です。

取手市高齢者クラブ連合会では案内チラシを作成し，会員からの配布だけでな

く，他の講座の参加者へ配布するなど会員増強に努めております。

今後も地域を豊かにする社会活動に取り組み，仲間づくり，生きがいづくりに

より，明るい長寿社会を目指す高齢者クラブ活動への支援を継続していきます。

■高齢者クラブ数・会員数の状況 （単位：人，箇所）

■高齢者クラブの活動状況 （単位：人）

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

クラブ数 37 37 36 36 36 36

会員数 1,990 1,935 2,045 2,000 2,050 2,100

新設クラブ数 0 0 0 0 0 0

廃止クラブ数 0 0 1 0 0 0

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

健康増進事業活動

延人数
32,500 27,230 35,000 35,000 35,000 35,000

社会清掃奉仕活動

延人数
3,625 2,015 4,000 4,000 4,000 4,000

趣味教養活動

延人数
10,254 9,105 12,000 12,000 12,000 12,000

合計 46,379 38,350 51,000 51,000 51,000 51,000
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第３項 生涯学習等の支援

（１）生涯学習事業の活用

老人福祉センターでは，健康増進や教養向上に努め，高齢者の生きがいのある

生活を支援しており，多くの方が利用しています。

また，教育委員会では，生涯学習推進事業として，出前講座，市民大学講座，

高齢者学級の取手市民向けの学習講座を開設しています。今後も地域住民の身近

な学習拠点として，教育の向上，生活文化の振興，社会福祉の増進等に寄与し，

自主的な学習活動及び交流の場として重要な役割を担うことが期待されます。

① 老人福祉センターあけぼの・さくら荘

市内２箇所にある老人福祉センターでは，入浴施設を利用できるととも

に，老人福祉各種相談，ゲートボール場，大広間，娯楽室，工作室を利用し

た各種事業・教室が展開されるなど，利用者促進を図っています。

趣味教室，教養講座や各種健康増進教室，施設・企業見学や教養講義の受

講等を盛り込んだ年間講座等を今後も実施し，高齢者の趣味探求や生きがい

のある生活を支援していきます。

② 出前講座

市民の「知りたい・聞きたい・学びたい」という学習意欲に応えるため学

遊プラザリーダーバンクや市職員が講師となって地域へ出向き講座を実施し

ていきます。

介護保険や高齢者福祉サービスについても，希望に基づき積極的に進めて

いきます。

③ 市民大学講座

市民が誰でも参加できる教養・専門講座「市民大学」を開講し，各分野の

専門的な知識を持った講師を迎えて，中長期的な講座を開講したり，東京大

学から講師を招き特別講座を開講したりしていきます。

④ ＩＴ基礎技術講習会

急速に発展する情報化社会に対応するため，パソコンボランティアを中心

にＩＴ講習会を実施していきます。

⑤ 高齢者学級

敬愛される高齢者を目指し，健康・趣味・奉仕活動等を積極的に行い，物

の見方や考え方，生きがいを見出すため，公民館（寺原・井野・白山・藤

代）で開講している学級で，積極的に進めていきます。

⑥ その他

成人向けのふるさと講座，着付け，そば打ち体験，しめ縄作り，おもてな

しの英会話，切り絵などの講座を開講していきます。
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第３章 高齢者が住み慣れた地域でくらせるための仕組みづくり

■地域支援事業の全体像

 

【財源構成】 

国  25% 

都道府県  

  12.5% 

市町村  

  12.5% 

1 号保険料 

   23% 

2 号保険料 

   27% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【財源構成】 

国 38.5％ 

都道府県  

  19.25％ 

市町村   

  19.25％ 

1 号保険料 

   23％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業に移行 

多

様

化 

全市町村で実施 

改正前と同様 

充

実 

改正前 改正後
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第１節 地域包括支援センターの機能強化による相談支援体制の充実

第１項 地域包括支援センターの機能強化

地域包括ケアシステムの要となる地域包括支援センターについては，平成 27 年

度以降，４箇所に設置しています。

業務内容としては，総合相談支援事業，権利擁護事業及び包括的・継続的ケア

マネジメント業務に加え，在宅医療・介護連携の推進，認知症支援の推進，生活

支援体制整備事業，地域ケア会議等を実施しています。

地域包括支援センターの役割に応じた体制を確保するため，取手市地域包括支

援センターの運営及び職員等に関する基準を定める条例（平成 28 年３月 23 日条

例第 16 号）に基づき，各日常生活圏域の高齢者人口等を勘案し適切な人員を配置

します。

また，平成 30年４月１日に施行された介護保険法により，介護保険法第 115 条

の 46 に基づき自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進を

目的として，保険者である取手市が地域包括支援センター運営事業内容を評価す

ることが義務付けられました。

そのため，厚生労働省で定められた評価項目による結果に基づき，毎年高齢者

福祉・介護保険事業運営委員会において評価の妥当性を報告し，地域包括支援セ

ンターのさらなるサービスの質の確保に努めます。

なお，藤代地区については，２つの日常生活圏域における業務を１箇所の地域

包括支援センターが担っているため，業務量等の増加を勘案し，今期計画期間中

に第 5圏域に地域包括支援センターを増設します。

事業名 事業内容

地域包括支援センター機

能強化

①総合相談支援の充実

②包括的・継続的ケアマネジメントの充実

③権利擁護支援の充実

④在宅医療・介護連携の充実

⑤認知症施策の充実

⑥生活支援体制整備の充実

⑦地域ケア会議の充実
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■日常生活圏域ごとの高齢者人口 （単位：人，％）

※令和２年 10月１日現在の住民基本台帳の人口です。

■地域包括支援センターイメージ図

区分

圏域

高齢者数 高齢化率

前期
高齢者数

前期
高齢化率

後期
高齢者数

後期
高齢化率

第１圏域 8,843 33.83 4,010 15.34 4,833 18.49

第２圏域 9,283 34.26 4,669 17.23 4,614 17.03

第３圏域 7,322 32.85 3,546 15.91 3,776 16.94

第４圏域 5,108 36.50 2,462 17.59 2,646 18.91

第５圏域 6,109 35.31 3,443 19.89 2,666 15.41

合計 36,665 34.33 18,130 16.97 18,535 17.35

地域の社会資源

総合相談支援業務

地域のネットワークを構築し，生活の実態
を把握します。また，様々な相談を受け，
適切なサービスや機関につなげます。

権利擁護事業

成年後見制度の利用促進や高齢者虐待への
対応，消費者被害の防止の推進などを行い
ます。

地域ケア会議

多職種協働による個別事例のケアマネジメ
ントを行います。さらに，地域課題の発見
や，関係機関等と連携を高め，地域づくり
等を行います。

包括的・継続的ケアマネジメント業務

ケアマネジャーへの指導・相談，支援困難
事例等への指導・助言を行います。

在宅医療・介護の連携の推進

地域の医療機関等との連携により，在宅医
療・介護の一体的な提供を行います。

生活支援体制整備の推進

高齢者ニーズと地域資源とのマッチングに
より適切な介護予防・生活支援サービスを
提供します。

認知症施策の推進

認知症になっても地域で暮らし続けること
ができるように支援を行います。

取手市社会福祉協議会 隣近所 町会・自治会 民生委員 高齢者クラブ
ボランティア NPO 法律の専門家 商店・郵便配達・金融機関等

チームアプローチ

社会福祉士等 保健師等 主任ケアマネジャー等

地域包括支援センター
介護サービス提供事業者

介護支援専門員

介護サービス事業者

地域の医療機関

取手市医師会

取手市歯科医師会

その他関係団体

認知症疾患医療センター

＜見守りネットワーク＞
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■地域包括支援センター一覧

センター名 圏域 担当区域

はあとぴあ 第１圏域

取手一～三丁目，東一～六丁目，

台宿一・二丁目，井野一～三丁目，

井野台一・二丁目，青柳一丁目，台宿，取手，

井野，青柳，吉田，中央町，長兵衛新田，

小堀，小文間，桑原，井野団地

緑寿荘 第２圏域

白山一～八丁目，新町一～六丁目，

井野台三～五丁目，西一・二丁目，

本郷一～五丁目，中原町，駒場一～四丁目，

寺田，野々井，稲

さらの杜 第３圏域

新取手一～五丁目，戸頭，米ノ井，

ゆめみ野一～五丁目，下高井，上高井，貝塚，

市之代，戸頭一～九丁目

藤代なごみの郷 第４圏域

岡，和田，山王，配松，神住，中内，椚木，

藤代，片町，毛有，清水，小浮気，浜田，

上萱場，下萱場，萱場，大曲，新川，

双葉一～三丁目，紫水一～三丁目

社会福祉協議会

（予定）
第５圏域

宮和田，平野，小泉，谷中，中田，米田，

渋沼，押切，高須，大留，神浦，

光風台一～三丁目，桜が丘一～四丁目，

藤代南一～三丁目
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第２節 生活支援体制整備事業の推進

第１項 地域の支え合い活動の支援

介護保険サービス等の公的な支援（公助）では対応できない，多様な市民ニー

ズに柔軟に対応するとともに，核家族化の進展，職場中心の社会で生活してきた

高齢者と地域とのつながりが希薄化しているため，住民主体による地域づくりが

求められています。

そのため，今まで培ってきた高齢者の知識や経験を活かした地域と関わる場や

機会の提供を行い，参加しやすい仕組みづくりを行います。

具体的には，ちょっとした困りごと支援の活動など，既に支え合いの体制が構

築されている地域がある一方で，そういった体制づくりが醸成されていない地域

もあることから，介護予防・生活支援サービスの充実に向けて，ボランティア等

の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化など

を行う「生活支援コーディネーター」などを中心とした，支え合いの機運の醸成

及び活動の立ち上げ支援，組織づくり支援等を推進します。

第２項 地域の資源開発とネットワークづくりの推進

今後，多様な生活上の困りごとへの支援が特に必要となる１人暮らし高齢者世

帯や高齢者世帯が増加していくことを踏まえ，高齢者を含めた地域住民の力によ

る多様な生活支援等のサービスを充実していくことが求められます。

このことから，介護保険法第 115 条の 45第２項第５号に基づき生活支援体制整

備に向けて取手市全体（第１層）や各地域包括支援センター単位（第２層）に設

置した「地域支え合いづくり推進協議会（協議体）」や「生活支援コーディネー

ター（地域支え合い推進員）」を中心に，ＮＰＯ法人，ボランティア，地縁組

織，社会福祉法人等との協働により，生活支援サービスの開発・ネットワーク化

を進めていきます。

特に，第２層生活支援コーディネーターを中心に，多様な地域資源の発掘・育

成を目的に，社会資源の把握，介護予防・生活支援サービスの創出に取り組み，

在宅生活を継続できるような生活支援体制を整備します。

事業名 事業内容

生活支援体制整備事業
① 市民による自主的な活動場所の確保

② 市民の自主的な活動における担い手の養成
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○ 単身高齢者世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要
性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防
サービスを提供することが必要。 

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護
予防につながる。 

○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が
支援することについて、制度的な位置づけの強化を図る。具体的には、生活支
援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養
成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーデ
ィネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、平成 27年の介護保険
法改正により地域支援事業に位置づけられた。 

バックアップ 

バックアップ 

都道府県等による後方支援体制の充実 

市町村を核とした支援体制の充実・強化 

○ニーズに合った多様なサービス種別 
○住民主体、NPO、民間企業等多様な 
  主体によるサービス提供 
 
 ・地域サロンの開催 
 ・見守り、安否確認 
 ・外出支援 
 ・買い物、調理、掃除などの家事支援 
 ・介護者支援  等  

○現役時代の能力を活かした活動 
○興味関心がある活動 
○新たにチャレンジする活動 
 
 ・一般就労、起業 
 ・趣味活動 
 ・健康づくり活動、地域活動 
 ・介護、福祉以外の  
   ボランティア活動 等 

生活支援の担い手 

としての社会参加 
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■取手市における生活支援体制整備事業取組みイメージ

■第１層・第２層協議体設置数 （単位：箇所）

■生活支援コーディネーター配置数 （単位：人）

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

協議体設置数 5 5 5 6

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

生活支援コーディネーター数 5 5 5 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１層 協議体（地域支え合いづくり推進協議会） 

生活支援体制整備事業担当者会議（２ヶ月に１回開催） 
行政＋地域包括支援センター＋第２層協議体会長・副会長＋生活支援コーディネーター 

第２層協議体 
（地域支え合いづくり 

推進協議会） 

日常生活圏域(地域
包括支援センターご
と)を第２層として位
置づけた 

第３層協議体 
（座談会・勉強会） 
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第３節 認知症施策の総合的な推進

日本の認知症高齢者の数は，平成 24 年（2012 年）で 462 万人（65 歳以上高齢

者の約７人に１人）と推計され，令和７年（2025 年）には約 700 万人（65 歳以上

高齢者の約５人に１人）に達することが見込まれています。認知症の人を単に支

えられる側と考えるのではなく，認知症の人が認知症とともによりよく生きてい

くことができるような環境整備が必要となります。

認知症施策については，平成 27 年１月に医療・介護サービスの有機的な連携及

び認知症の方及び家族の視点に沿った施策の推進として，認知症施策推進総合戦

略（新オレンジプラン）に基づき推進されてきましたが，さらに強力に施策を推

進していくため，令和元年６月 18 日，認知症施策推進大綱が定められました。

認知症施策推進大綱に基づき,「共生」と「予防」を車の両輪として，認知症に

なっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，予防から早期診断，早期対

応，ケア及び家族支援まで一貫した取組を進めるとともに，認知症高齢者を見守

り，支援する環境づくりなど，総合的な認知症対策の充実を図ります。

認知症施策推進大綱の５つの柱と市町村が主体となって取り組むべき事項

N
o

認知症施策推進大綱の
５つの柱

取手市の取組み

１ 普及啓発・本人発信支援

①認知症地域支援推進員の配置
②認知症サポーター養成及び活動促進
③認知症ガイドブックの普及
④本人ミーティングの実施

２ 予防
①健康づくり・介護予防を総合的に推進する
ための仕組みづくりの推進（第２章参照）

３
医療・ケア・介護サービ
ス・介護者への支援

①認知症カフェ（オレンジカフェ）への支援
②オレンジファミリーピアの実施
③見守りキーホルダー・ステッカーの推進
④チームオレンジの体制作りに向けた検討

４
認知症バリアフリーの推
進・若年性認知症の人へ
の支援・社会参加支援

①認知症初期集中支援チームによる早期対応
②高齢者虐待防止
③成年後見制度利用促進
④若年性認知症の人への支援

５
研究開発・産業促進・国際
展開

①最新の情報や研究等の成果を把握し，活
用・普及を図る。
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第１項 普及啓発・本人発信支援

取手市ではこれまで，市民に対して「認知症ガイドブック」の普及や認知症サ

ポーターの養成を行っています。

「認知症ガイドブック」とは，これまで取手市が培ってきた認知症の人を支え

る取組みを整理し，認知症の人，その家族及び市民に対してこれらを体系的に紹

介するものです。

「認知症サポーター」とは，認知症を正しく理解して認知症の高齢者を支援す

る人のことで，養成講座を受講することでサポーターになることができます。

取手市や各地域包括支援センターに配置している「認知症地域支援推進員」が

主導的役割を担い，認知症サポーターの養成，養成講座を受講した方を対象に行

うステップアップ講座の充実及び認知症ガイドブックの改定等を行い，認知症に

関する情報の普及や認知症高齢者や若年性認知症の方及び家族への支援を行うた

め，最新の情報を分かりやすく提供できるよう，普及に努めます。

また，認知症の人本人同士が語り合う「本人ミーティング」の実施を通じて，

本人の意見の把握，施策の企画・立案，評価への本人視点を反映していきます。

■認知症地域支援推進員配置数 （単位：人）

■認知症サポーター養成数及びステップアップ講座 （単位：人，回）

第２項 予防

「認知症になるのを遅らせる」，「認知症になっても進行を緩やかにする」こ

とを目的に，第２章「健康づくり・介護予防を総合的に推進するための仕組みづ

くり」の各種事業を推進していきます。

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

認知症地域支援推進員配置数 8 8 9 10

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

認知症サポーター養成講座受講者数 4,600 4,700 4,800 4,900

認知症ステップアップ講座開催回数 0 1 1 1
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第３項 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

各地域包括支援センターに配置している認知症地域支援推進員を中心としなが

ら，認知症の人やその家族が，地域の住民や医療・介護の専門家と交流する認知

症カフェ（オレンジカフェ）を今後も発展的に展開し，本人や家族への支援を充

実していきます。

また，介護者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう，地域包括支

援センターが実施している「オレンジファミリーピア」や社会福祉協議会が主催

している介護者の会などを通じて，お互いの悩みの共有や介護の情報を伝えるこ

となどによって，介護者が孤立することのないよう支援していきます。

介護者への支援として，認知症による徘徊のおそれがある高齢者へ，キーホル

ダーと反射ステッカーを配布することで，保護時の本人特定や緊急連絡先への連

絡を迅速に行います。

なお，認知症の人やその家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援を

繋ぐ仕組みとして「チームオレンジ」の構築を検討していきます。

■認知症カフェ設置数 （単位：箇所）

第４項 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

認知症の人やその家族に早期に関わり，支援を行う「認知症初期集中支援チー

ム」を各地域包括支援センターに配置しています。専門職チームが家庭訪問等を

行うことで，受診勧奨などの早期対応を行います。

虐待の防止に向けて，取手市高齢者虐待防止対策事業実施要綱に基づき，高齢

者虐待防止実務者会議等を開催し，保健・福祉・医療等の関係機関と連携するこ

とで早期発見に努めます。

また，令和２年度に策定した「取手市成年後見制度利用促進基本計画（令和２

年度から４年度）に基づき行政及び社会福祉協議会に設置した「成年後見サポー

トセンター」が協力して中核機関の４つの機能（広報・相談・利用促進・後見人

支援）を担い，家庭裁判所等と連携し，地域連携ネットワークを構築します。地

域において本人に身近な親族，司法・医療・福祉等の関係者が連携する「成年後

見制度利用促進連携協議会（消費者安全確保地域協議会兼ねる）」を定期的に開

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

認知症カフェ設置数 8 8 8 8
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催し，消費生活センターとも連携するとともに，必要に応じて成年後見制度市長

申立を行い，消費者被害等を未然に防止します。

令和２年 12 月１日現在，介護認定を受けている中での 40 歳から 64歳における

若年性認知症数は，７人となっております。今後，若年性認知症の人への支援と

して社会参加活動の体制整備や，地域包括支援センターの周知を図ります。

■認知症初期集中支援チーム数 （単位：箇所）

■成年後見制度利用支援事業 （単位：件）

＜認知症地域支援推進員の業務内容イメージ図＞

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

認知症初期集中支援チーム数 3 4 4 5

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

市長申立件数 20 22 24 26

報酬助成件数 20 20 20 20

認知症への相談支援や

医療・介護ネットワーク構築

認知症サポーター

養成講座の開催

「認知症カフェ」の支援
¡地域の実情に応じた様々な主体が運営
¡認知症の人や家族が，関係者と相互に情報

を共有しお互いを理解する。

本人 家族

地域住民
ボランティア

医療・介護
専門職

介護負担の軽減 介護離職の防止

会社
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■認知症カフェ⇒認知症の人やその家族が，地域の人や専門家と情報を共有し，お互

いを理解し合う場

認知症カフェの取組の一例 
（地域包括支援センターの取組） 

 

⃝ １～２回／月程度の頻度で開催（２時間程度／回） 

⃝ 通所介護施設や公民館の空き時間を活用 

⃝ 活動内容は、特別なプログラムは用意されていなく、利用者が主体的に活動 

⃝ 効果 

 認知症の人 → 自ら活動し、楽しめる場所 

 家族    → 分かり合える人と出会う場所 

 専門職   → 人としてふれあえる場所（認知症の人の体調の

把握が可能） 

 地域住民  → つながりの再構築の場所（住民同士としての交

流の場や、認知症に対する理解を深める場） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

認知症カフェの様子 
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■認知症初期集中支援チーム概念図

取手市

①訪問（アセスメント）
②チーム員会議

（受診の必要性の診断等）
③訪問（受診推奨）
④訪問（初期集中支援）

チーム員会議
アセスメントに基づく
専門医受診等の判断，
受診方法の検討など

認知症初期集中支援チーム

地域包括支援センター

日常支援
（必要な支援）

手
順

引継ぎ

訪問

自宅

本人

認知症
疑い

相談

家族
気づき

医療介護
専門職

専門医

＋

介護支援専門員

相談・受診

かかりつけ医

確定診断

検査や
診察の紹介連携

連携

かかりつけ医

認知症疾患医療センター
日常支援

連携連携

認知症初期集中支援チームの設置及び活動について検討
一体的に事業を推進していくための合意形成の場

【検討内容の例】

¡認知症の相談・応需機能の充実のために初期集中支援チームを

どのように位置づけるか

¡認知症の早期診断，早期対応に向けて何が課題か

¡初期の認知症の人々のニーズと受け止められる資源はあるか

¡地域での認知症施策はどうあるべきか など

保健・福祉・医療

医師会

認知症施策推進会議（取手市）

歯科医師会
介護支援専門員

団体等

行政
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第４節 在宅医療・介護連携の推進

介護保険法第 115 条の 45 第２項第４号に基づき，医療と介護の両方を必要とす

る状態の高齢者が，住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよ

う，地域における医療・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・介護を推進することが重要です。

このため，取手市・守谷市・利根町が中心となって，公益社団法人取手市医師

会等と緊密に連携し，認知症の方への対応力強化や看取りに関する取組を強化し

ていく観点から，地域の関係機関の連携体制の構築を推進します。

在宅医療・介護連携推進事業は，介護保険法施行規則第 140 条の 62の８に基づ

いて構成されています。

■在宅医療・介護連携推進事業の取り組み

事業名 事業内容

① 地域の医療・介護サー

ビス資源の把握

医療と介護サービスの地域資源を把握し，現

状の分析を行うとともにマップ等を作成しま

す。

また，医師会のホームページ等に地域の医療・

介護関係者や住民に情報提供し，在宅医療介護の

推進に活用していきます。

② 在宅医療・介護連携の

課題の抽出と対応策の検

討

医師会，歯科医師会，薬剤師会，看護師，介

護支援専門員，行政等で構成する「取手・守

谷・利根地域連携協議会」を設置し，在宅医

療・介護の課題抽出及び解決策について検討し

ます。

③ 切れ目のない在宅医療

と介護の提供体制の構築

推進

在宅医療・介護を提供する医療関係者が安心

して在宅医療に携われるよう，主治医・副主治

医制度や，診療所と病院間の後方支援体制を医

師会とともに構築していきます。

また，在宅医療を必要とする高齢者が切れ目

なく医療と介護のサービスを一体的に利用でき

るよう，さらに急変時の対応も含めた提供体制

を整備します。

④ 医療・介護関係者の情

報共有の支援

医療や介護関係機関に所属する多職種が，利

用者の状態や今後の方針等に関する情報を適宜

共有できるよう，入退院連携マニュアルや「電

子＠連絡帳システム」を活用し，情報共有体制

を構築していきます。
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第５節 地域ケア会議の実施

第１項 地域ケア会議の実施及び推進

介護保険法第 115 条の 48 に基づき，高齢者個人に対する支援の充実とそれを支

える関係機関や社会資源の整備を同時に進めていくため，個別ケースを検討する

地域ケア会議（地域ケア個別会議），市が開催する地域ケア会議（地域ケア推進

会議）を開催しています。生活支援体制整備により設置した第１層「地域支え合

いづくり推進協議会（協議体）」と兼ねて設置し，市の地域課題を解決するため

の社会基盤の整備を行います。

また，平成 30 年度介護報酬改定において，訪問介護の生活援助中心型サービス

については，統計的に見て通常よりかけ離れた回数をケアプランに位置づける場

合には，市が医療や介護の多職種で構成される地域ケア会議を開催し，必要に応

じて生活援助の回数に限らずケアプランの内容全体を検証します。

⑤ 在宅医療・介護連携に

関する相談支援

平成 30 年度以降，取手市医師会において地域

の在宅医療に関する相談窓口「いきいきネット

支援センター」を設置し，地域の医療・介護関

係者，地域包括支援センター等からの，在宅医

療に関する相談を行っていきます。

⑥ 医療・介護関係者の研

修

在宅医療・介護関係者のネットワーク構築と

スキルアップを図ることを目的として，医療・

介護専門職向けに講演会，事例検討会，多職種

連携フォーラム等の研修を開催します。

⑦ 地域住民への普及啓発 高齢者が安心して在宅医療を受けられるよ

う，在宅医療に関する講演会の開催や広報等に

よる情報提供を実施し，在宅医療の普及を図り

ます。

⑧ 在宅医療・介護連携に

関する関係市区町村の連

携

二次医療圏内の病院から退院する高齢者につ

いて，退院後も在宅医療・介護サービスが一体

的に提供されるよう情報共有の方法等を含む在

宅医療・介護連携のために必要な事項につい

て，竜ヶ崎保健所を中心として関係機関と連携

していきます。
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＜地域ケア会議実施イメージ＞

■地域ケア個別会議及び地域ケア推進会議の一覧

事業名 実施主体 事業内容

地域ケア個別会議

（個別課題・地域

課題の検討）

地域包括支援

センター

支援困難事案の支援方法を検討するた

め，地域ケア個別会議を開催します。

また，本会議の開催を通じて地域課題

の把握に努めます。

地域ケア個別会議

（ケアプランの自

立支援・重度化防

止に資する検討会

議）

地域包括支援

センター

介護予防ケアマネジメントの対象者で

ある要支援者や総合事業の対象者のケア

プランに対し，自立支援の目標設定や支

援方法等を多職種協働で検討します。

地域ケア個別会議

（訪問介護の生活援

助の回数検証）

市 医療や介護の多職種で構成される地域ケ

ア会議を開催し，必要に応じて生活援助の回

数に限らずケアプランの内容全体を検証し

ます。

地域ケア推進会議

※第 1層協議体と

兼ねる

市 地域における課題の把握と情報共有，

問題解決を図る場として，市全体の視点

から施策を検討する地域ケア推進会議を

開催します。

地域ケア推進会議

（第 1 層協議体）

市の課題

A 地域の
課題

B 地域の
課題

C 地域の
課題

個別ケースの検討を行う地域ケア個別会議

地域課題の検討を行う地域ケア個別会議

個別ケースの課

題を蓄積するこ
とで，地域課題

を明らかにす

新たな仕組みづ
くりを行うことで，

個別支援を行う
基盤を作る

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
実
施

取
手
市
が
実
施
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■地域ケア個別会議及び地域ケア推進会議 （単位：回）

自立支援型地域ケア個別会議イメージ図

第６節 成年後見制度の利用促進を中心とした権利擁護の推進

第１項 成年後見制度の相談支援・普及啓発

地域包括支援センター，取手市社会福祉協議会に設置している「成年後見サポ

ートセンター」と連携しながら，権利擁護の視点で相談に対応し，適切な情報提

供や支援を行うなど，地域で暮らす高齢者等にとって身近な相談窓口の充実を図

ります。

成年後見制度の普及・啓発については，取手市・地域包括支援センター・成年

後見サポートセンター・ＮＰＯ法人とりで市民後見の会等が連携し，成年後見制

度に関する講演会・シンポジウムを定期的に実施し，成年後見制度の普及・啓発

に努めます。

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

地域ケア個別会議開催回数 50 52 54 56

地域ケア推進会議開催回数 1 2 2 2

自立支援型地域ケア会議
専門職

自立に資する支援が
提供されるよう多職種

で検討

理学療法士 薬剤師

作業療法士

多職種連携

体制の強化

ケアマネジャー

ケ
ア
プ
ラ
ン

作
成

高齢者 高
齢
者
個
人
の

支
援
の
充
実

地域に不足する

サービスなどの地域

課題・行政課題の発

覚・抽出

自立支援に

つながるケアプラン

ニングの共有

支援 個別事例の
積み重ね
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第２項 高齢者虐待防止の推進

相談窓口としての地域包括支援センターの周知に努め，市民や介護サービス事

業者等が虐待について相談しやすい環境を整えることで，早期発見を図るととも

に，警察など関係機関と連携して対応を図ります。

虐待を発見した時には，高齢者虐待防止法に基づき，被虐待者の安全を確保す

るとともに，養護者の負担を軽減するために相談，指導及び助言を行います。

なお，高齢者の生命や身体に関わる危険性が高く，緊急やむを得ない場合に

は，高齢者虐待防止法第 9条の 2に基づく特別養護老人ホームへの措置入所や老

人福祉法第 32 条に基づく成年後見制度の市長申立てを実施します。

また，取手市高齢者虐待防止対策事業実施要綱に基づき，関係機関との連携協

力体制を確保するために，高齢者虐待防止実務者会議の開催及び高齢者虐待の個

別事例を検討するため，取手市，地域包括支援センター，警察による高齢者虐待

個別事例検討会議を定期的に実施します。

第３項 消費者被害の防止

取手市，消費生活センター及び地域包括支援センター等が連携し，消費者安全

法により，高齢者，障害がい者，認知症等により判断能力が不十分となった者の

消費者被害を防ぐため，地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全

確保地域協議会」と「成年後見制度利用促進連携協議会」を兼ねて設置し，高齢

者の悪質商法等（振り込め詐欺の被害）の防止及び啓発に取り組みます。

第４項 成年後見制度利用の促進

平成 28年５月に施行された成年後見制度利用促進法に基づき，内閣府が平成 29

年３月に成年後見制度利用促進基本計画を策定しています。

令和元年度に成年後見制度利用促進法第 14 条に基づき，「取手市成年後見制度

利用促進審議会条例」の制定及び「成年後見制度利用促進審議会」を設置し令和

２年度に「取手市版成年後見制度利用促進計画」を策定しました。

具体的には，第３節第４項「認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人へ

の支援・社会参加支援」に記載のとおりの支援を行います。
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■地域連携ネットワークのイメージ

第７節 重層的支援体制への実現に向けた取組み参加と，協働の地域づくりの

推進

第１項 重層的支援体制整備に向けた相談支援，参加支援，地域づくりに向けた支援

令和２年の法改正による社会福祉法第 106 条の４に基づき，地域住民が抱える課

題が複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため，

Ⅰ相談支援，Ⅱ参加支援，Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業とし

て，令和３年度から「重層的支援体制整備事業」が創設されます。

住民に身近な圏域として，高齢・障害・児童等の分野を超えて地域生活課題につ

いて総合的に相談に応じ，関係機関と連携調整等を行なう体制づくりを部局横断的

に検討し，所管部局と連携し検討を進めます。

 
 
 
 
 
 

 ・相談対応 
 ・チームの支援 
 ・協議会の開催 
 ・家裁との連携 
 ・後見人受任者調整等の支援 等 

≪地域連携ネットワークの役割≫ 
▶ 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・対応体制の整備 
▶ 意志決定支援・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 
≪地域連携ネットワークの役割≫ 
・広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不

正防止効果 

協議会 

弁護士会・司法書士会・
社会福祉士会等 

民間団体・ＮＰＯ等 

医療・福祉関係団体 

金融機関 

地域包括支援 
センター 

社会福祉協議会 

民生委員・自治会等 
地域関係団体 

家庭裁判所 中核機関 

市町村 都道府県 

相談支援
専門員 

連携・支援 

直営又は委託 

介護 
サービス 
事業者 

障害福祉 
サービス 
事業者 

ケアマネージ
ャー 

医療機関 医療機関 
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第８節 自立した日常生活の支援，介護予防又は悪化防止に向けた取組み及び

目標設定・評価

第１項 市町村の自立支援，介護予防，重度化防止に向けた取り組み内容と目標

平成 30 年度以降，介護保険法の改正により，介護保険法第 117 条第２項第３号

及び第４号に基づき，被保険者の地域における自立した日常生活の支援，要介護状

態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的として，

本計画に「自立支援等施策」とその数値目標を記載し，毎年度その取り組みと目標

に関する実施状況を調査・分析することが義務付けられました。

そのため，介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な

指針（令和 3年厚生労働省告示第 29 号）に基づく「具体的取り組み内容と目標」

について，客観的な目標として数値目標を設定することとします。

また，介護保険法第 122 条の３に基づき，保険者機能の強化に向けて，高齢者の

自立支援・重度化防止等に関する市町村の取組を推進するため，市町村の達成状況

に関する指標を設定した上で，「保険者機能強化推進交付金」及び「介護保険保険

者努力支援交付金」が交付されます。

具体的には，保険者機能強化推進交付金（市町村分）における評価指標をベース

に取り組んでいくこととします。

■具体的取り組み内容と目標 （単位：回，％，団体）

基本指針（項目） 指標

計画

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

自立支援，

介護予防・

重度化防止

自立支援に資する

ケアマネジメント

普及

介護支援専門員への

研修の実施回数
2 2 2

自立支援型ケアマネ

ジメントについて検

討した地域ケア個別

会議の実施回数

4 4 4

一般介護予防事業

の実施状況

地域住民が主体とな

る介護予防活動を行

う実施箇所

13 15 17

個別課題の解決に

資する地域ケア個

別会議の実施状況

個別課題の解決に資

する地域ケア個別会

議の開催回数

40 45 50
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第４章 介護保険制度の円滑な運用

第１節 介護サービスの質の向上

第１項 介護サービスの質の向上に向けた取組み

高齢者が，介護が必要な状態になっても安心して，できる限り住み慣れた地域で

日常生活を続けるためには，その方にとって必要な介護サービスの提供が欠かせま

せん。

市では，国や茨城県及び，市内介護サービス事業者とも連携を取りつつ，介護サ

ービスの質の向上と，円滑な提供に努めます。

（１）介護サービスの提供状況を把握するための事業所との意見交換

法令改正のほか，国や茨城県が実施する研修会の周知など，介護サービスの質

の向上につながる情報提供等を行っていきます。

（２）介護保険制度の周知・相談業務

広報紙やホームページの活用，パンフレットの作成，出前講座の実施などにより

介護保険制度の周知を図るとともに，介護サービスの適切な利用の促進を図ります。

また，市や各地域包括支援センターでは，被保険者や家族が不安なく介護サービ

スを受けられるよう，随時，介護保険に関する相談に応じていきます。

第２項 事業所への適切な指導・監査の実施

介護サービス事業所における「サービスの質の確保」と「介護給付の適正化」

を図ることを目的として，取手市に指定権限のある介護サービス事業者に対し，

法令等に基づき実地指導を行っています。

対象事業所は，認知症対応型共同生活介護（グループホーム），小規模多機能

型居宅介護，地域密着型通所介護，居宅介護支援事業所です。

実地指導は，各事業所において「施設内調査」，「入所者状況確認」，「職員

管理」，「帳簿・請求書の確認」のほか，昨今の自然災害に対応するよう「災害

対策」や「地域との連携の状況」などを確認・指導し，適正な運営を継続できる

よう，定期的に実地指導・監査を実施していきます。

第３項 災害に対する備えの取組み

介護保険施設等においては自力避難が困難な方も多く利用されていることか

ら，利用者の安全確保を目的として水害・土砂災害に備えた十分な対策を講じる

必要があります。災害等に対する対応力の強化を図るため，事業継続計画（ＢＣ
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Ｐ）の策定・運用を推進しつつ，実地指導及び社会福祉法人一般検査等において

は，介護保険施設等における非常災害対策計画の策定状況の確認とともに，食

料・飲料水等の備蓄状況や，地域と連携した上での避難訓練の実施状況等を確認

し，指導・助言を行っていきます。

また，介護保険施設等における防災に関する情報共有等を目的とした連絡会の

開催を図り，災害に対する備えが万全となるよう啓発を推進していきます。

■防災に関する介護保険施設等との連絡会 （単位：回）

第４項 感染症に対する備えの取組み

令和２年（2020年）に発生した新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ，サ

ービス提供の維持継続に関する備えや，感染症発生時の支援体制の構築が重要な

課題となりました。

介護保険施設等に対し事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用を推進しつつ，本

市においても，感染拡大を防ぐための衛生用品の備蓄の確保や，感染症対策・感

染拡大防止策に関する情報共有等を目的とした連絡会を開催するなど，サービス

事業所への支援及び介護従業者等が感染症に対する理解や知識を有した上で業務

に当たることができるよう取組みを進めていきます。

■感染症対策に関する介護保険施設等との連絡会 （単位：回）

第５項 要介護者等に対するリハビリテーション提供体制の構築

医療と介護の連携がますます重要となってきており，地域におけるリハビリテ

ーションにおいても要介護（支援）認定者が本人の必要性に応じてリハビリテー

ションサービスを利用できるよう，医療保険で実施する急性期・回復期のリハビ

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

防災に関する介護保険施設等
との連絡会

0 1 1 1

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

感染症対策に関する介護保険
施設等との連絡会

1 1 1 1
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リテーションから介護保険で実施する生活期リハビリテーションへ，切れ目のな

いサービス提供体制を構築することが求められています。

住み慣れた地域において高齢者が自立した生活を継続して送ることができるよ

う，令和２年８月１日時点の調査結果を基に，以下のとおりストラクチャー指標

及びプロセス指標を定めました。特に，利用率については，訪問リハビリテーシ

ョンの利用率が全国平均よりも低いことから，今後利用者ニーズやリハビリテー

ションサービス提供事業者の状況を考慮し，提供体制の確保に努めます。

■ストラクチャー指標（現況）

■プロセス指標（現況） （単

位：%）

※利用率については見える化システムから算出した令和元年度実績値です。

第２節 介護人材の確保及び育成

第１項 介護人材の確保の課題

序章，第１章にて前述のとおり，今後 75歳以上の後期高齢者人口の増加に伴

い，介護サービス受給者の増加が見込まれており，2035 年から 2040 年頃にかけて

介護職員数の需給差が最大となると推計されることからも，介護サービス提供を

担う人材をどのように確保していくかが今後の課題となります。

区分
事業所数 定員数

理学療法士等の
従業者数

訪問リハビリテーション 4 29

通所リハビリテーション 7 295 61

介護老人保健施設 4 351 30

介護医療院 1 27 9

区分
市利用率 県利用率 全国利用率

訪問リハビリテーション 0.98 1.79 1.77

通所リハビリテーション 16.14 11.11 8.96

介護老人保健施設 7.55 8.15 5.44

介護医療院 0.50 0.06 0.33
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これは全国的な傾向でもあり，介護保険制度の持続可能性確保の観点から本市

においても取組みを進めていくことが求められています。

市内の介護サービス事業所における現状把握のため実施した，介護サービス事

業所への介護人材実態調査の結果を見ると，全サービス中の年齢別の雇用構成比

においては 40 歳代の介護職員等の割合が最も多く，男女あわせて全体の 25％を占

めており，20 歳代の職員は男女あわせて 2番目に低い 11.9％となっています。ま

た，訪問系・通所系・施設系サービスごとの雇用構成比からも，20 歳代の職員の

割合が１番目もしくは２番目に低いことがわかり，特に訪問系サービスにおいて

は 20 歳代職員の割合が男女あわせて全体の 3.5％となることからも，全体として

若年層の介護人材の確保が課題の一つであることがわかります。

第２項 介護人材のすそ野拡大に向けた取組み

介護人材の確保を図るため，福祉・介護現場のイメージアップを目指します。

特に中学校や高校等の授業の中に介護の仕事を理解してもらう時間を確保するよ

う教育現場に働きかけ，介護施設での職場体験等を推進します。

また，第１章，第３章にて前述の高齢者のボランティア活動や，生活支援コー

ディネーター（地域支え合い推進員）や協議体での取組みを活用することによ

り，高齢者自身が画一的に「支えられる側」となるのではなく，生活支援等を担

う人材として活躍するための仕組みづくりを進めていきます。

第３項 人材確保に向けた事業者支援の充実

県では，福祉人材確保室を設置し，福祉分野の人材確保に取り組んでいます。

また，茨城県社会福祉協議会福祉人材センターでは，福祉人材無料職業紹介事業

や就職支援事業等，離職介護人材再就職準備金の貸付制度情報を提供し，介護福

祉士などの介護の知識や経験を有しながら介護職員として勤務していない人の再

就職の支援を行っています。

市においても茨城県等と連携して上記事業等を活用し，新規介護人材の起用に

努めるほか，介護保険サービス事業者に対し，国や他団体が行う職場内外での

様々な研修制度の情報を提供し，職員に積極的な研修参加を促すことで，介護人

材の定着に努めます。

また，介護事業者の負担を軽減しサービスの質を確保するため，提出書類の簡

素化・オンライン化や，介護ロボット導入支援等を推進することで，介護事業所

における業務効率化及び事業者支援の充実を図ります.
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第３節 安心できる居住施設の整備

第１項 介護保険施設の整備

介護保険施設に入所して受けるサービスを「施設サービス」と呼びます。介護

保険施設は，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

護医療院の３種類があり，どのような介護が必要かによって入所先が分かれま

す。

特別養護老人ホームは，身体機能の低下や認知症などにより，自宅での生活が

困難な方や，在宅介護を受けるのが難しい方が対象となり，入浴・排泄・食事等

の介護のほか，日常生活の世話や機能訓練・健康管理や療養上の世話を受けられ

る，要介護高齢者のための自立を尊重した生活施設です。平成 27 年４月からは，

入所条件として原則「要介護度３以上」となりました。

現在，取手市内には７施設・554 床が整備されていますが，令和３年度以降の整

備計画数についても利用者の見込み数を基に茨城県と協議し，既存施設の増床整

備を優先しつつ，随時検討していきます。

介護老人保健施設は，４施設・351 床，介護医療院は１施設・27 床が整備され

ています。介護老人保健施設及び介護医療院の利用状況は充足していると見込ま

れているため，今期計画での整備予定はありません。

■特別養護老人ホーム（広域型）整備計画数 （単位：人，床）

利用者数は，見える化システム（※序章第１節第３項参照）による推計値です。

また，各項目については，前年度の数値を含みます。

第２項 地域密着型サービスの整備

高齢者が住み慣れた地域で尊厳をもって暮らし続けられるように支援するサー

ビスであり，施設がある市町村に住んでいる方が対象となるサービスです。

居住型の施設として，取手市には認知症を持つ高齢者が共同で生活し，食事・

入浴などの介護や支援，機能訓練が受けられる「認知症対応型共同生活介護（グ

ループホーム）」が７施設 14ユニット・126 名定員で整備されているほか，通い

年度

区分

見込 推計

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

利用者 554 554 554 554 632 928

定員数 554 554 554 554 634 934

整備計画数 0 0 0 0 80 300
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を中心に訪問や短期の泊りなどのサービスを受けられる「小規模多機能型居宅介

護」は，２施設・47 人登録定員（１サテライト含む）が整備されています。

現在，グループホームの入居状況は，定員まで多少余裕のある状況であり，小

規模多機能型居宅介護の利用状況は充足していると見込まれるため，今後の整備

については，日常生活圏域別に将来の利用状況や整備の必要性を随時検討してい

きます。

なお，定期巡回・随時対応型訪問介護看護，夜間対応型訪問介護，認知症対応

型通所介護，看護小規模多機能型居宅介護の各地域密着型サービス事業所整備に

ついても，今後の状況に応じて随時検討していきます。

■認知症対応型共同生活介護（グループホーム）整備計画数 （単位：箇所，人）

利用者数は，見える化システムによる推計値です。

また，各項目については，前年度の数値を含みます。

年度

区分

見込 推計

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

第１圏域

施設数 3 3 3 3 3 3

定員数 54 54 54 54 54 54

利用者数 44 44 46 50 54 54

第２圏域

施設数 2 2 2 2 2 3

定員数 36 36 36 36 36 54

利用者数 34 34 36 36 36 53

第３圏域

施設数 0 0 0 0 0 2

定員数 0 0 0 0 0 36

利用者数 0 0 0 0 0 34

第４圏域

施設数 1 1 1 1 1 1

定員数 18 18 18 18 18 18

利用者数 18 18 18 18 18 18

第５圏域

施設数 1 1 1 1 1 2

定員数 18 18 18 18 18 36

利用者数 15 15 15 17 18 32

合計

施設数 7 7 7 7 7 11

定員数 126 126 126 126 126 198

利用者数 111 111 115 121 126 191
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■小規模多機能型居宅介護 整備計画数（日常生活圏域別） （単位：箇所，人）

利用者数は，見える化システムによる推計値です。

また，各項目については，前年度の数値を含みます。

第３項 特定施設入居者生活介護施設の整備

特定施設である有料老人ホーム，養護老人ホーム，軽費老人ホーム（ケアハウ

ス）のほか，サービス付き高齢者向け住宅のうち，介護サービスを提供できる施

設として基準を満たし，介護保険法の指定を受けた施設です。

自立または要支援１から入居できる「混合型」と，要介護１以上の認定者とそ

の配偶者等が入居できる「介護専用型」の２種類がありますが，現在取手市には

設置されていません。

今後の特定施設の整備計画については，利用定員 29 人以下の地域密着型特定施

設入居者生活介護を含め，利用状況や整備の必要性を勘案し随時検討していきま

す。

第４項 サービス付高齢者向け住宅及び住宅型有料老人ホームの整備

サービス付き高齢者向け住宅及び住宅型有料老人ホームは，高齢化が急速に進

み，高齢者世帯や１人暮らし高齢者が増加しているなか，高齢者の居住の安定確

保に関する法律（高齢者住まい法）に基づき，介護・医療と連携して高齢者の安

心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。「サ高住」，「サ

年度

区分

見込 推計

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

第１圏域

施設数 2 2 2 2 2 2

利用者数 23 23 24 25 27 39

第２圏域

施設数 0 0 0 0 0 0

利用者数 0 0 0 0 0 0

第３圏域

施設数 0 0 0 0 0 0

利用者数 0 0 0 0 0 0

第４圏域

施設数 0 0 0 0 0 0

利用者数 0 0 0 0 0 0

第５圏域

施設数 0 0 0 0 0 0

利用者数 0 0 0 0 0 0
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付き」などとも言われ，主に民間事業者によって整備運営される住宅施設になり

ますが，茨城県知事による登録制度により，一戸あたりの居室面積や安否確認な

どの生活支援サービス，ホームヘルパーの日中常駐などの設備・人員基準を満た

したうえで，茨城県への登録が必要になります。

取手市には令和２年 12 月１日時点においてサービス付き高齢者向け住宅 11施

設・定員 341 人，住宅型有料老人ホームは 11 施設・定員 271 人が整備されてお

り，取手市内を含めた登録住宅に関する情報は，国のサービス付き高齢者向け住

宅登録情報提供システム等により確認する事ができます。

民間事業者が同住宅を整備する場合には，国による整備費補助や融資，税制優

遇などの支援も充実しており，今後も増加が見込まれますので，高齢者が安心し

て暮らせる住宅のひとつとして設置状況を常に把握し，茨城県とも連携して市民

に情報提供できる体制を整えます。

■サービス付高齢者向け住宅及び住宅型有料老人ホーム設置状況（単位：箇所，人）

施設数及び定員数は，令和２年 12 月１日時点のものです。

第４節 介護サービス量の見込

第１項 各種介護サービス種類毎の給付費見込み

第８期計画期間（令和３年～５年度）及び，令和７年度，令和 22 年度における

介護サービスの給付費等を，見える化システムにより推計しています。

推計にあたっては，被保険者数と介護認定者数を見込み，介護サービス利用者

数を算出します。給付費は，それに１人当たりの１ヶ月の利用料を乗じて推計し

ます。

自然体推計値によるサービス供給量の増加分の他，第７次茨城県保健医療計画

との整合性を図ったり，家族の介護をするために仕事を辞める，いわゆる介護離

職を防ぐ方策としての施設整備分を，サービス供給量に加えています。

なお，介護サービス給付費の推計では，令和３年度の介護報酬改定の見直しに

よる影響についても見込んでいます。

区分
施設数 定員数

サービス付高齢者向け住宅 11 341

住宅型有料老人ホーム 11 271
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（１）被保険者数の推計

■被保険者数（年度別） （単位：人）

被保険者数は，住所地特例対象者を含みます。

※ 介護保険の被保険者は，65 歳以上の方を第１号被保険者といい，40 歳以上

65歳未満の医療保険加入者を，第２号被保険者といいます。

（２）認定者数の推計

■要介護（支援）認定者数 （単位：人）

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

要支援１ 510 552 616 632 653 674 718 703

要支援２ 516 515 538 553 569 587 626 650

要介護１ 1,195 1,280 1,339 1,374 1,416 1,457 1,548 1,674

要介護２ 802 795 786 806 829 854 908 1,027

要介護３ 647 623 614 632 648 669 713 864

要介護４ 579 616 624 642 660 681 725 941

要介護５ 405 419 451 464 474 489 515 661

合計 4,654 4,800 4,968 5,103 5,249 5,411 5,753 6,520

年度

区分

実績 見込 推計

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

第１号
被保険者

※
35,658 36,179 36,565 36,673 36,851 37,094 37,457 33,799

第２号
被保険者

※
35,315 35,094 35,109 35,189 35,269 35,350 35,511 26,477

合計 70,973 71,273 71,674 71,862 72,120 72,444 72,968 60,276
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（３）介護サービス・介護予防サービスの見込み

①居宅系サービスの見込み

主に自宅などで生活しながら利用できるサービスです。多く利用されているサー

ビスは以下のものです。

サービス 内容

訪問介護（ホームヘルプ） ホームヘルパーが自宅を訪問し，入浴・排泄・食

事の世話などの「身体介護」や，調理・洗濯などの

「生活援助」をするサービスです。

通所介護（デイサービス） 通所介護施設で，食事，入浴など日常生活上の支

援や機能訓練を日帰りで利用できるサービスで

す。

通所リハビリテーション 介護老人保健施設や病院，診療所などで食事な

どの日常生活上の支援や機能訓練，リハビリテー

ションを受けられるサービスです。

福祉用具貸与 要介護者等の自立を助け，家庭での介護の負担

を軽減するため，歩行器や特殊寝台など福祉用具

を借りることができます。借りることのできる福

祉用具の種類は，介護度によって異なります。

住宅改修 手すりの取り付けや段差解消など生活環境を整

えるための住宅改修をしたとき，自己負担分を除

いた費用が支給されます。上限は総工事費のうち

20 万円までです。改修前の事前申請が必要です。

居宅介護支援 在宅の要介護者についてケアマネジメントを行

うサービスです。ケアマネジャーが利用者の希望

や心身の状態にあった居宅サービス計画を作成

し，サービス提供が確保されるように事業者間の

連絡調整を行います。
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■居宅介護サービスの給付費（年間の累計） （単位：千円）

年度

区分

実績 見込 推計

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

訪問介護 560,084 598,287 631,368 659,272 691,826 694,197 834,940

訪問入浴介護 41,366 47,492 50,108 52,461 56,024 54,318 67,919

訪問看護 158,254 162,138 170,399 177,727 186,585 188,200 223,463

訪問
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

12,009 14,580 14,669 16,110 16,464 17,105 19,624

居宅療養管理
指導

70,770 77,250 81,268 84,702 88,657 90,069 106,673

通所介護 725,474 756,880 793,740 824,067 859,291 882,558 1,028,158

通所
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

465,948 443,511 463,012 479,615 501,161 516,562 595,909

短期入所生活
介護

265,869 259,923 275,548 286,137 302,278 302,886 366,315

短期入所療養
介護(老健)

45,843 29,118 29,996 32,899 32,899 34,268 38,707

短期入所療養
介護(病院等)

7,994 0 0 0 0 0 0

短期入所療養
介護(介護医
療院)

3,132 0 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 198,168 209,961 219,731 229,003 240,453 243,159 290,635

特定福祉用具
購入費

8,015 8,895 8,895 9,225 9,734 10,391 11,855

住宅改修費 24,936 29,374 29,374 29,374 31,567 31,567 36,682

特定施設入居
者生活介護

181,558 171,642 174,688 182,109 189,373 198,691 239,100

居宅介護支援 370,210 379,974 396,627 411,894 428,839 442,685 510,059

合計 3,139,630 3,189,025 3,339,423 3,474,595 3,635,151 3,706,656 4,370,039
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■介護予防サービスの給付費（年間の累計） （単位：千円）

年度

区分

実績 見込 推計

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 0

訪問看護 14,115 12,456 12,895 13,265 13,866 14,591 14,954

訪問
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

2,041 2,024 2,036 2,037 2,037 2,303 2,658

居宅療養管理
指導

3,339 4,847 5,034 5,037 5,351 5,667 5,824

通所
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

70,875 77,575 80,086 82,931 84,967 91,073 93,067

短期入所生活
介護

2,273 1,238 1,245 1,246 1,246 1,661 1,473

短期入所療養

介護(老健)
163 0 0 0 0 0 0

短期入所療養
介護(病院等)

0 0 0 0 0 0 0

短期入所療養
介護(介護医
療院)

0 0 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 17,754 21,106 21,686 22,322 23,027 24,505 25,022

特定福祉用
具購入費

2,786 2,608 2,608 2,861 2,861 3,127 3,127

住宅改修費 15,748 11,999 11,999 13,345 14,448 14,448 14,448

特定施設入居
者生活介護

7,508 9,629 9,688 9,694 10,832 11,548 11,548

介護予防支援 23,918 26,528 27,429 28,240 29,150 31,081 31,528

合計 160,520 170,010 174,706 180,978 187,785 200,004 203,649
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②地域密着型サービスの見込み

住み慣れた地域での生活を続けるために提供されるサービスです。詳細は，第

３節第２項に記載のとおりです。

なお，下記のサービスの内，小規模多機能型居宅介護，認知症対応型共同生活介

護，地域密着型通所介護が市内で整備されています。

サービス 内容

小規模多機能型居宅介護 通いのサービスを中心に，利用者の選択に

応じて訪問や短期間宿泊サービスを組み合

わせた多機能なサービスが受けられます。

認知症対応型共同生活介護 認知症の高齢者が共同生活をする住宅で，

食事，入浴，排せつなどの日常生活上の支援

や機能訓練などのサービスを受けられます。

地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が29人以下の特別養護老人ホームで，

食事，入浴，排せつなどの日常生活上の支援

や機能訓練などのサービスを受けられます。

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，入浴など日常生活上の支援や機能

訓練を日帰りで利用できるサービスです。

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

日中・夜間を通じて１日複数回の定期訪

問と利用者からの通報による随時の対応を

介護・看護が一体的に連携しながら提供す

るサービスです。

夜間対応型訪問介護 利用者が可能な限り自宅で自立した日常

生活を 24 時間送ることができるよう夜間帯

に訪問介護員が自宅を定期訪問するサービ

スです。

認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が，食事，入浴などの介護

や支援，機能訓練を日帰りで利用できるサー

ビスです。

看護小規模多機能型

居宅介護（複合型サービス）

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組

み合わせることにより，通所・訪問・短期間

の宿泊で介護や医療のケアが受けられるサ

ービスです。
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■地域密着型サービスの給付費（年間の累計） （単位：千円）

■地域密着型介護予防サービスの給付費（年間の累計） （単位：千円）

年度

区分

実績 見込 推計

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

2,139 0 0 0 0 0 0

地域密着型
通所介護

426,979 496,172 519,605 538,571 562,469 577,968 669,869

認知症対応型

通所介護
1,428 2,428 2,443 2,445 2,445 2,445 2,445

小規模多機能型
居宅介護

55,807 46,263 46,547 48,698 51,651 53,728 62,337

認知症対応型
共同生活介護

359,515 362,512 374,272 380,775 393,472 422,054 498,135

地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護

2,976 0 0 0 0 0 0

看護小規模多機能
型居宅介護

3,146 0 0 0 0 0 0

合計 851,990 907,375 942,867 970,489 1,010,037 1,056,195 1,232,786

年度

区分

実績 見込 推計

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

小規模多機能型
居宅介護

1,041 1,048 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055

認知症対応型
共同生活介護

0 0 0 0 0 0 0

合計 1,041 1,048 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055
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③施設サービスの見込み

介護保険施設に入所して受けるサービスです。

■施設サービスの給付費（年間の累計） （単位：千円）

サービス 内容

介護老人福祉施設

（特別養護老人ホー

ム）

常時介護が必要で，居宅での生活が困難な人が日常生活上

の支援や介護が受けられます。要介護度３以上が入所条件で

す。

介護老人保健施設

病状が安定し，リハビリに重点を置いた介護が必要な人が

入所する施設です。医学的な管理の下で介護や看護，リハビ

リを受け家庭への復帰を目指します。

介護療養型医療施設

病状は安定しているものの，病院又は診療所で長期の療養

を必要とする人が療養上の管理，看護，医学的管理のもとで，

介護やその他の世話，機能訓練，必要な医療を行う施設です。

介護医療院

長期療養のため医療と日常生活上の介護を一体的に提供

する施設です。平成 30 年４月に新設された施設で，介護療

養型医療施設が転換した施設です。

年度

区分

実績 見込 推計

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

介護老人
福祉施設

1,510,335 1,671,026 1,681,288 1,682,221 1,682,221 1,936,351 2,448,720

介護老人
保健施設

1,261,581 1,282,363 1,290,239 1,290,955 1,290,955 1,492,053 1,840,338

介護医療院 74,433 109,548 110,221 110,282 110,282 136,726 176,087

介護療養型
医療施設

35,914 9,720 9,780 9,785 9,785

合計 2,882,263 3,072,657 3,091,528 3,093,243 3,093,243 3,565,130 4,465,145
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④高額介護サービス費等の見込み

介護サービスのひと月の自己負担が限度額を超えたり，介護と医療の自己負担の

合計が１年間の限度額を超えた場合には，超えた分の負担額が申請により後から給

付されます。また，施設サービスを利用する所得が低い方には食費と居住費の自己

負担に上限が設けられます。限度額を超えた部分はいずれも介護保険から給付され

ます。

■高額介護（予防）サービス費等の給付費（年間の累計） （単位：千円）

⑤審査支払手数料の見込み

茨城県国民健康保険団体連合会に委託している介護サービス費の審査及び支払

い業務の手数料です。

■算定対象審査支払手数料（年間の累計） （単位：千円）

第５節 地域支援事業の量の見込み

第１項 令和５年度までの地域支援事業毎の事業費の見込み

介護保険制度には，介護保険給付のほかに地域支援事業があります。

地域支援事業とは，高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに，要

介護状態等になった場合でも，可能な限り，地域において自立した日常生活を営

むことができるように支援することを目的として実施する事業です。

年度

区分

実績 見込 推計

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

高額介護ｻｰﾋﾞｽ費 181,783 204,016 174,659 177,077 182,542 194,079 219,954

高額医療合算
介護ｻｰﾋﾞｽ費

22,469 25,201 19,814 20,381 21,010 22,338 25,317

特定入所者
介護ｻｰﾋﾞｽ費

243,861 252,707 223,019 206,958 213,345 226,836 257,077

年度

区分

実績 見込 推計

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R7
(2025)

R22
(2040)

算定対象審査
支払手数料

6,833 7,005 7,111 7,315 7,540 8,017 9,086
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■地域支援事業費の推計 （単位：千円）

第６節 介護給付費適正化事業の取組み及び目標設定・評価

第１項 主要５事業の取組み及び目標設定・評価

介護保険の円滑かつ安定的な運営を確保する観点から，茨城県介護給付適正化計

画に基づき，利用者に真に必要な適切なサービスを提供できる環境を整備し，介護

給付の適正化を図ります。

前期計画では，概ね計画どおりに適正化事業を実施することができましたが，令

和２年度については新型コロナウイルスの感染拡大防止の影響により，目標を達成

できなかった事業もありました。

第８期計画の取組方針と目標については以下のとおり行っていく予定です。

①要介護認定の適正化

要介護認定及び要支援認定は，全国一律の基準に基づき公平・公正に行わなけ

ればなりません。

適正な審査を行うためにも，審査委員に対し随時の情報提供や，県で実施され

年度

区分

見込 推計

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

介護予防・日常生活支援総合事業費 187,000 195,000 197,000 200,000

包括的支援事業・任意事業費 198,296 200,340 228,340 228,340

地域包括支援センター運営費 157,000 157,000 185,000 185,000

在宅医療介護連携推進事業費 3,700 3,700 3,700 3,700

認知症施策推進事業費 2,640 2,640 2,640 2,640

生活支援体制整備事業費 3,276 3,500 3,500 3,500

地域ケア会議推進事業費 1,333 1,500 1,500 1,500

任意事業費 30,347 32,000 32,000 32,000

地域支援事業費 385,296 395,340 425,340 428,340
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る審査会研修への参加を推進します。

また，介護認定調査員においても定期的な意見交換会を行い，調査員全員が国

の基準に基づき調査方法の平準化を行い，一律の調査ができるようにします。

■研修回数（年度別） （単位：回）

②ケアプランの点検

介護保険のサービスを利用するためには，介護支援専門員（ケアマネジャー）

の作成するケアプランが必要です。ケアプランとは，利用者が自立した生活を送

るためにどのようなサービスを受けるかを決めるものです。

取手市は，居宅介護支援事業者が利用者に不必要な過剰なサービスを提供した

り，日常生活の自立につながらないサービスを提供しないよう点検します。点検

は，不適切なサービス提供が疑われる場合や，サービス付き高齢者住宅・住宅型

有料老人ホームに入居している方を中心に行います。点検の結果，改善が必要な

場合には居宅介護支援事業者への指導を行います。

■ケアプラン点検数（年度別） （単位：件）

③住宅改修等の点検

住宅改修を実施する利用者宅に訪問し，申請通りの適切な改修であるか，点検

します。また，軽度者福祉用具貸与を希望する利用者もしくは事業者から申請が

あった際に，利用者宅等へ訪問調査を行い，状態に応じた適切なサービス提供で

あるかを確認します。

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

介護認定審査会研修会 2 2 2 2

介護認定調査員意見交換会 5 6 6 6

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

ケアプラン点検数 20 20 20 20
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■住宅改修・福祉用具貸与訪問調査数（年度別） （単位：件）

④縦覧点検・医療情報との突合

縦覧点検では，各利用者の複数月の給付情報をもとに算定回数，サービス間等

の整合性を点検し，事業所に誤りの訂正を促します。また，医療情報との突合で

は，医療と介護の給付情報をもとに整合性を点検し，医療と介護の給付の適正化

を図ります。

上記２つの点検を茨城県国民健康保険団体連合会に委託することで，不適正な

請求等へ適切な処置をとることができます。

■縦覧点検・医療情報との突合件数（年度別） （単位：件）

⑤介護給付費通知

介護サービスの利用者に対し，サービス事業者からの請求に基づいたサービス

の種類や要した費用などについて，年２回送付します。

利用者自らが受けているサービスを改めて確認することができます。

■給付通知の発送件数（年度別） （単位：件）

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

住宅改修前訪問調査件数 2 30 30 30

軽度者福祉用具貸与調査件数 10 12 12 12

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

縦覧点検件数 1,320 1,460 1,610 1,780

医療情報との突合 130 130 130 130

年度

区分

見込 計画

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

給付通知の発送件数 9,100 9,300 9,500 9,700
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第７節 第１号被保険者の介護保険料

第１号被保険者の介護保険料は，介護保険法第 129 条に基づき，各市町村ごと

に定めることとなっています。

各市町村は，３年に１回の介護保険事業計画策定時に，計画期間中の介護サー

ビス給付額の見込み等により総事業費を算定します。その総事業費に対して，第

１号被保険者が負担する額が決まります。

第１項 介護保険料の算定（財源構成）

原則として，介護保険の財源の半分は公費として国（25％），茨城県

（12.5％），取手市（12.5％）が負担します。残りの半分を被保険者が負担する

介護保険料でまかないます。国は介護保険の財源における被保険者の負担割合に

ついて,第１号被保険者と第２号被保険者の人口比をもとに見直しを行います。第

８期計画では 65 歳以上の第１号被保険者が増加傾向，40歳から 64 歳までの第２

号被保険者が減少傾向であることから，第１号被保険者の負担割合が 23％，第２

号被保険者の負担割合が 27％となっております。

この割合に基づいて，第１号被保険者の介護保険料額を算定します。

■介護保険の財源割合

第2号被保険者

27.0%

第1号被保険者

23.0%

国

25.0%

茨城県

12.5%

取手市

12.5%
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第２項 第 8期計画（令和 3～5年度）における介護保険給付費等の見込み

介護保険事業に必要な保険給付費及び地域支援事業費は，被保険者の方が利用

する介護サービスの量に応じて決まります。

介護サービスの利用者は年々増加傾向にあり，それに伴い給付費も増加するもの

と見込まれています。

■ 保険給付費総額の見込み（年度別） （単位：千円）

第３項 介護保険料基準額の算定

介護保険料を算定するには，まず基準額を決定します。介護保険料の基準額と

は，総事業費のうち，第１号被保険者が負担する額を第１号被保険者の総数で割

り，算出した額のことをいいます。

年度

区分

実績 見込 推計

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

予防給付 161,561 171,058 175,761 182,033 188,840

居宅ｻｰﾋﾞｽ 160,520 170,010 174,706 180,978 187,785

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ 1,041 1,048 1,055 1,055 1,055

介護給付 6,873,883 7,169,057 7,373,818 7,538,327 7,738,431

居宅ｻｰﾋﾞｽ 3,139,630 3,189,025 3,339,423 3,474,595 3,635,151

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ 851,990 907,375 942,867 970,489 1,010,037

施設ｻｰﾋﾞｽ 2,882,263 3,072,657 3,091,528 3,093,243 3,093,243

総給付額 7,035,444 7,340,115 7,549,579 7,720,360 7,927,271

高額介護ｻｰﾋﾞｽ費 181,783 204,016 174,659 177,077 182,542

高額医療合算介護
ｻｰﾋﾞｽ費

22,469 25,201 19,814 20,381 21,010

特定入所者介護
ｻｰﾋﾞｽ費

243,861 252,707 223,019 206,958 213,345

審査支払手数料 6,833 7,005 7,111 7,315 7,540

標準給付費見込額 7,490,390 7,829,044 7,974,182 8,132,091 8,351,708
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■保険料基準額（月額）の決まり方（概要）

■保険料基準額算出根拠 （単位：円，％，人）

①～⑪の各数値は，3年間（令和 3～5年度）の合計値です。

※1 23％：介護保険財源のうち第１号被保険者保険料で負担する割合

※2 調整交付金相当額：標準給付費見込額と地域支援事業費（介護予防・日常生

活支援総合事業費）の合計額の 5％相当分

※3 調整交付金見込額：国が市区町村の介護保険財政の不均衡を是正するために

交付する交付金の内，取手市への交付見込み額

※4 第１号被保険者数（所得段階別加入割合補正後）：保険料の所得段階ごとの

見込み人数に，それぞれの段階の基準額に対する割合を乗じた人数

保険料

基準額

（月額）

＝
３年間の

総事業費
×

第１号

被保険者

負担分

（23％）

÷

３年間の

第１号

被保険者

延人数

÷ 12 ヶ月

① 標準給付費見込額 24,457,981,546

② 地域支援事業費 [③＋④＋⑤] 1,240,037,000

③ 介護予防・日常生活支援総合事業費 580,737,000

④ 包括的支援事業・任意事業費 626,000,000

⑤ 包括的支援事業（社会保障分） 33,300,000

⑥ 第１号被保険者負担分相当額 [(①＋②)×23％] ※1 5,910,544,266

⑦ 調整交付金相当額 [(①＋③)×5％] ※2 1,251,935,927

⑧ 調整交付金見込額 ※3 0

⑨ 介護給付費準備基金取崩額 511,000,000

⑩ 保険料収納必要額 [⑥＋⑦－⑧－⑨] 6,551,480,193

⑪ 予定保険料収納率 99.10

⑫ 第１号被保険者数（所得段階別加入割合補正後） ※4 109,875

⑬
第１号被保険者の保険料基準額（月額）

[⑩÷⑪÷⑫÷12ヶ月]
5,014

≒5,000

⑭ 第１号被保険者の保険料基準額（年額） [⑫×12 ヶ月] 60,000

第７期（平成 30～令和２年度）

保険料基準額（月額）

４，８００円

第８期（令和３～令和５年度）

保険料基準額（月額）

５，０００円
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第４項 第８期所得段階別介護保険料

第１号被保険者の介護保険料は，所得基準を段階に分けて，基準額にそれぞれ

の保険料率を掛けて各介護保険料を算定しています。

取手市では，第６期介護保険事業計画策定時に，国が標準とする９段階から，所

得に応じた保険料負担の観点から多段階化を進め，14 段階としました。第８期につ

いてもこれを踏襲し，14 段階とします。

■介護保険料所得段階の要件

所得段階 対象となる方

第１段階

・生活保護または中国残留邦人等支援給付受給者

・市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者

本
人
が
市
民
税
「
非
課
税
」

世
帯
非
課
税

本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の

合計金額が年額 80 万円以下の方

第２段階
本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の

合計金額が年額 80 万円超 120 万円以下の方

第３段階
本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の

合計金額が年額 120 万円超の方

第４段階 世
帯
課
税

本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の

合計金額が年額 80 万円以下の方

第５段階
本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の

合計金額が年額 80 万円超の方

第６段階

本
人
が
市
民
税
「
課
税
」

本人の前年の「合計所得金額」が 125 万円未満の方

第７段階 本人の前年の「合計所得金額」が 125 万円以上 200 万円未満の方

第８段階 本人の前年の「合計所得金額」が 200 万円以上 300 万円未満の方

第９段階 本人の前年の「合計所得金額」が 300 万円以上 400 万円未満の方

第 10段階 本人の前年の「合計所得金額」が 400 万円以上 500 万円未満の方

第 11段階 本人の前年の「合計所得金額」が 500 万円以上 600 万円未満の方

第 12段階 本人の前年の「合計所得金額」が 600 万円以上 700 万円未満の方

第 13段階 本人の前年の「合計所得金額」が 700 万円以上 800 万円未満の方

第 14段階 本人の前年の「合計所得金額」が 800 万円以上の方
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■所得段階別保険料の比較

第１～３段階は，令和元年 10 月に実施された公費投入後の基準額に対する割合

と各保険料額になっています。

所得段階

第７期 第８期

取手市の条例で定める基準額
月額 4,800 円

取手市の条例で定める基準額
月額 5,000 円

基準額
に対す
る割合

介護保険料（円） 基準額
に対す
る割合

介護保険料（円）

月額 年額 月額 年額

第１段階 0.30 1,440 17,280 0.30 1,500 18,000

第２段階 0.45 2,160 25,920 0.45 2,250 27,000

第３段階 0.70 3,360 40,320 0.70 3,500 42,000

第４段階 0.85 4,080 48,960 0.85 4,250 51,000

第５段階 1.00 4,800 57,600 1.00 5,000 60,000

第６段階 1.10 5,280 63,360 1.10 5,500 66,000

第７段階 1.25 6,000 72,000 1.25 6,250 75,000

第８段階 1.35 6,480 77,760 1.35 6,750 81,000

第９段階 1.45 6,960 83,520 1.45 7,250 87,000

第 10段階 1.55 7,440 89,280 1.55 7,750 93,000

第 11段階 1.65 7,920 95,040 1.65 8,250 99,000

第 12段階 1.75 8,400 100,800 1.75 8,750 105,000

第 13段階 1.85 8,880 106,560 1.85 9,250 111,000

第 14段階 1.95 9,360 112,320 1.95 9,750 117,000


