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第４章では、計画の６つの基本施策について、本市における現状と課題を示すとともに、

施策の方向と具体的な事業を位置づけています。それぞれの事業については、その概要を

説明し、さらに今後の方針と見込量（数値の設定が可能な事業のみ）を記載しています。 
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● 坂戸市高齢者福祉計画 介護保険事業計画（第８期） 施策の全体像 

【基本施策】【施策の方向】            【 事 業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 

１ 介護予防把握事業（一般介護予防事業） 

５ 

２ 介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業） 

４  

(２)介護予防の推進と

フレイル対策 

１ 自主活動の支援 

２ いきいき高齢者認定事業 

(４)高齢者の生きがい

づくりの推進 

３ 敬老事業 

５ 老人福祉センター運営事業 

６ 坂戸市ふれあい入浴補助券交付事業 

８ 世代間交流 

９ 雇用・就労の促進 

７ 学習創作活動の促進 

４ 市民バス特別乗車証交付事業 

１ 地域包括ケアシステム推進協議会 

３ 生活支援体制整備事業 

２ 地域福祉との連携 
(１)地域で高齢者を支

援する体制の整備 

(３)地域包括支援セン
ターを核とした取
組の推進 

１ 地域包括支援センター設置・運営 

２ 地域ケア会議推進事業 

３ 配食サービス事業 

１ 緊急時通報システム事業 

５ 各種カード配布事業 

２ ふれあい収集事業 

４ 高齢者 110 番事業 

(４)高齢者の在宅生活

を見守る取組の充

実 

２ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進 

１ 

高
齢
者
の
介
護
予
防
・
健
康
づ
く
り
の
推
進 

２ 交通安全対策の推進 

１ 住まいづくりの支援 

３ 人にやさしいまちづくり 

(２)高齢者が暮らしや

すい地域づくりの

推進 

(１)高齢者の健康づく

りの推進 

１ 健康づくりの推進 

２ 公園の健康遊具活用事業 

１ 在宅医療・介護連携推進事業 (３)医療と介護の連携

の推進
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【基本施策】【施策の方向】            【 事 業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４

(４)サービス基盤の整備

目標 

１ 紙おむつ等給付事業 

２ 移送支援サービス事業 

３ 訪問理美容サービス事業 

５ 寝具乾燥消毒サービス事業 

４ 老人福祉施設入所事業 

６ 日常生活用具の給付事業 

(１)介護事業者に対す

る支援の充実 

１ 介護保険事業者支援事業 

２ 自立支援型地域ケア会議 

(３)高齢者虐待の防止

と成年後見制度の

推進 

１ 高齢者虐待防止 

２ 成年後見センター運営事業 

３ 
 

   

 

(３)地域支援事業の実施 

１ 居宅サービス 

２ 施設サービス 

(１)  

１ 地域密着型サービス (２)地域密着型サービ
スの実施 

５ 

介
護
保
険
事
業
の
推
進 

(６)家族介護に対する

支援 

１ 家族介護支援事業 

２ 介護支援短期宿泊事業 

２ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進 

１ 給付適正化事業 (２)介護給付の適正化

の推進 

認
知
症
高
齢
者
を
支
え
る
仕
組
み 

～
「
共
生
」
と
「
予
防
」
～ 

(１ )認知症の普及啓

発、予防と早期発

見 

１ 認知症啓発事業 

３ 坂戸市高齢者声かけ訓練 

２ 坂戸市見守りネットワーク 

１ 地域における防災・防犯の支援 (１)平常時からの対策 

(２)関係機関との連携・
協力体制の整備 

６

３ 認知症ケア相談室 

４ おれんじカフェの設置 

(２)認知症高齢者のケ

アと介護者に対す

る支援 ５ 認知症簡易チェックサイト 

６ 認知症高齢者位置情報提供サービス事業 

７ 見守りキーホルダー配布事業 

(５)高齢者の在宅生活

の支援 

１ 認知症初期集中支援チーム 

２ 認知症地域支援推進員の設置 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

３ 任意事業 

２ 包括的支援事業 
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１ 高齢者の介護予防・健康づくりの推進                

高齢者が住み慣れた地域で健やかに暮らし続けるためには、壮年期から生活習慣

病予防に取り組むなど、一人ひとりが積極的に健康づくりに取り組み、健康で元気

に生活できる期間である「健康寿命」をできる限り長くすることが必要です。埼玉

県では「65歳に達した県民が健康で自立した生活を送る期間、具体的には「要介護

2」以上になるまでの期間」を“65歳健康寿命”としていますが、平成 30年の本

市の 65歳健康寿命は男性 17.74年、女性 20.68年であり、男女とも県平均値（男

性 17.64年、女性 20.46年）を上回っています。 

健康づくりとともに、介護が必要な状態となることを予防することや、要介護状

態となったとしても、できるだけ状態の悪化を防ぐことが必要です。高齢者が身近

な地域で健康づくりや介護予防に取り組むことのできる体制を整えるなど、高齢者

の生涯にわたる健康づくりと介護予防を支援し、高齢者の在宅生活を見守ります。 

こうした取組は、各日常生活圏域に所在して地域で高齢者を支える地域包括支援

センターが中心となり、高齢者に身近な地域の団体等が協力しながら展開します。

各地域包括支援センターでは、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的

ケアマネジメント業務、介護予防ケアマネジメント、地域ケア会議の運営等を実施

していますが、今後の高齢化の進展等に伴い、高齢者のニーズがさらに増加するこ

とが見込まれます。増加するニーズに適切に対応する観点から、地域包括支援セン

ターの機能や体制の強化を図ることが求められています。 
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（１）高齢者の健康づくりの推進 

市民が自身の健康管理について関心を持ち、自ら健康づくりに取り組むことが重要です。

本市の健康増進分野における基本的な計画である「第２次坂戸市健康なまちづくり計画 

中間年次改訂版」による取組と相まって、スポーツ・レクリエーション活動を通じた健康

づくりを推進します。 

 

● 事業 

① 健康づくりの推進                 【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

スポーツ・レクリエーション活動を通じた健康づくりとして、ゲートボール大会、グラ

ウンドゴルフ大会、歌謡ショーを開催するものです。 

○今後の方針 

スポーツやカラオケに取り組む高齢者に向けて交流の機会を提供するため、全市規模

の大会を継続して実施します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ゲートボール大会参加者数 － 90 人 95 人 100 人 

グラウンドゴルフ大会参加者数 － 200 人 250 人 300 人 

歌謡ショー参加者数 － 500 人 600 人 700 人 

※ 令和２年度は新型コロナウィルス感染症予防対策のため未実施。 

 

② 公園の健康遊具活用事業              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

公園の健康遊具を活用して、健康増進の運動や公園内をウォーキングする講習会を開

催するものです。高齢者が健康遊具を積極的に活用することで、健康増進及び地域コ

ミュニティの強化が期待されます。 

○今後の方針 

事業を市内全域で実施して、健康増進及び地域コミュニティの構築を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

講習会を通して、以前より健康

になったと感じる高齢者の割合 
－ 95% 100% 100% 
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（２）介護予防の推進とフレイル対策 

現在、本市では一般介護予防として「さかどはっするクラブ」「すこやか脳クラブ」「元気

アップ教室」等の介護予防教室を実施しているほか、地域における介護予防の推進のため、

住民とリハビリテーション専門職や地域包括支援センターと連携しながら、「さかどお達者

体操」等に取り組む自主グループ活動の支援を行っています。 

高齢者が介護を必要とする状態となる背景には、加齢に伴って心身が衰え、社会的つな

がりが弱くなった状態である「フレイル」（虚弱）があります。超高齢社会において健康寿

命を延伸するためには、高齢者の特性に応じたフレイル対策が重要です。フレイルは早期

発見と適切な対応によって進行を防ぐことが可能であると言われていることから、健康診

査等の結果を活用し、高齢者の保健事業と介護予防の取組を効果的かつ効率的に提供して

いくための体制を整備していきます。実施においては、運動・口腔・栄養・社会参加の観点

から、地域のリハビリテーション専門職との連携を図り、生活機能の向上を目指したリハ

ビリテーションを計画的に提供できる仕組みを構築していきます。 

活動にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分配慮し、活動場所の換

気の実施や社会的距離の確保に努めるほか、活動の形態についても必要に応じて柔軟に対

応します。 

 

● 事業 

① 介護予防把握事業（一般介護予防事業）       【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

庁内の関係部署や関係機関、民生委員・児童委員、地域等との連携や総合相談等を通し

て、閉じこもりなど何らかの支援を要する高齢者を早期に把握し、「さかどお達者体操

自主グループ」など住民主体の通いの場や必要とされる支援に結び付けるものです。 

○今後の方針 

老人クラブ、老人福祉センター、社会福祉協議会、公民館、地域活動組織等の関係機関、

庁内の関係部署との連携を図りながら、それぞれの役割を明確化し、効果的な事業の

展開に努めます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

総合相談延べ件数 5,500 件 5,600 件 5,700 件 5,800 件 

地域包括支援センター職員によ

る民生委員・児童委員定例会へ

の参加回数 

20 回 30 回 30 回 30 回 
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② 介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）      【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

家庭や地域において介護予防につながる活動が広く実践され、高齢者が自ら活動に参

加し、主体的に取り組めるよう、さかどはっするクラブやすこやか脳クラブ、元気アッ

プ教室等の各種教室を実施するものです。 

高齢者全体に占める後期高齢者の比率が今後増加していくことから、後期高齢者を対

象とした保健事業と介護予防を一体的に実施し、健康の保持増進と健康寿命の延伸に

向けた支援を行うことが重要となってきます。高齢者の保健事業と介護予防の一体的

な実施においては、庁内関係部局、関係団体、三師会（坂戸鶴ヶ島医師会・坂戸鶴ヶ島

歯科医師会・坂戸鶴ヶ島市薬剤師会）と連携を図りながら、事業を展開していきます。 

○今後の方針 

介護予防の重要性やフレイルについて市民への普及・啓発を行い、各種教室への新規

参加者数の増加を図るとともに、参加者総数の増加も図ります。 

国保データベースシステム（KDBシステム）より抽出したフレイル該当者・予備群へ

個別的支援（ハイリスクアプローチ）を行い、通いの場等へは積極的な関与（ポピュレ

ーションアプローチ）に取り組みます。 

包括的連携協定を締結している民間企業の協力を得る等、地域の社会資源を活用し、

効果的な事業展開を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防事業参加延べ人数 2,000 人 2,150 人 2,300 人 2,500 人 

個別相談実施延べ人数 37 人 50 人 75 人 100 人 

フレイルの認知度（介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査結果） 
22.7％ 30％（令和 4 年度に調査実施予定） 

 

③ 地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）   【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

介護予防の推進を図る人材の養成のため、介護予防サポーター養成講座を実施し、活

動の担い手を増やす取組を行います。また、さかどお達者体操や認知症予防など、地域

介護予防活動組織の育成・支援を実施します。 

○今後の方針 

継続的な介護予防の実施のためには、住民に身近な地域で行われる介護予防活動自主

グループの継続と充実が重要です。今後も住民、リハビリテーション専門職、地域包括

支援センターと連携しながら介護予防サポーターの養成や自主グループの立ち上げを

含めた支援を行います。 

新規グループにおける参加の伸び悩みが課題であることから、老人クラブの各団体の
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活動にさかどお達者体操の活動を取り入れてもらうことにより、体操に関わる団体を

増やし、住民が通いやすい形での介護予防活動の展開を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

お達者体操グループ数 39 グループ 41 グループ 43 グループ 45 グループ 

 

④ 一般介護予防事業評価事業（一般介護予防事業）    【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

介護予防事業の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を実施するものです。 

○今後の方針 

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事

業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その結果を事業全体の改善

に役立てます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防のための通いの場の参

加状況（介護予防・日常生活圏 

域ニーズ調査結果） 

6.4% 7.0%（令和 4 年度に調査実施予定） 

認知症リスク高齢者の割合（介

護予防・日常生活圏域ニーズ調

査結果） 

41.2% 40%（令和 4 年度に調査実施予定） 

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）  【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、さか

どお達者体操等の住民運営の通いの場等の介護予防の取組にリハビリテーション専門

職の関与を促進するものです。 

○今後の方針 

地域における介護予防の推進のため、今後もリハビリテーション専門職や地域包括支

援センターと連携しながら、住民運営の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援

します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

職員派遣回数 35 回 35 回 40 回 45 回 

  



第４章 施策の展開 

63 

 

第
４
章 

（３）地域包括支援センターを核とした取組の推進 

本市では、市内５つの日常生活圏域ごとに地域包括支援センターを設置し、保健師・社

会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、３職種のチームアプローチにより、地域の

高齢者の健康の維持や生活の安定のために必要な支援等を行っています。地域包括支援セ

ンターの担う取組のうち、地域ケア会議は、個別事例の検討において行う課題分析やケア

マネジメント支援の積み重ねを通じて、多職種が協働して高齢者個人に対する支援の充実

と、それを支える社会基盤の整備を並行して進めるものであり、地域包括ケアシステムの

強化のために効果的な仕組みです。 

地域包括支援センターについては、高齢者人口の増加に向けた対応や、相談支援体制の

さらなる充実が課題とされてきました。こうした中で、第 8 期計画期間中に西部圏域に地

域包括支援センターの支所（ブランチ）を設置することにより、業務の効率化と相談機能

の強化を図り、地域における支援体制を強化します。また、高齢者の身近な相談先として

地域包括支援センターが定着していくように市民への周知に努め、地域包括支援センター

の事業や地域の社会資源についても積極的な情報発信を行います。 

 

● 事業 

① 地域包括支援センター設置・運営           【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要  

５つの日常生活圏域ごとに設置しており、高齢者の総合相談等の４事業を専門３職種

（保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員）が運営しています。第 7 期計画期間よ

り地域包括支援センターを 1 か所増設するとともに職員を増員し、相談支援体制の充

実を図っています。 

○今後の方針 

日常生活圏域を基本として、各圏域を所管する地域包括支援センターと総合的な支援

を行う市の基幹型機能を確保し、連携して効果的な運営を図ります。 

各圏域あたりの高齢者人口や圏域の特性を把握し、西部圏域に支所（ブランチ）を設置

します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域包括支援センター数（委託） 5 か所 5 か所 ５か所 ５か所 

地域包括支援センター支所数 － １か所 

日常生活圏域を担当する地域包

括支援センターの職員数 
27 人 28 人 28 人 28 人 

地域包括支援センターの認知度

（介護予防・日常生活圏域ニー

ズ調査結果） 

9.7％ 12％（令和 4 年度に調査実施予定） 
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② 地域ケア会議推進事業                   【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要  

地域包括支援センターが中心となり、地域住民・民生委員・児童委員・介護サービス事

業所など、関係機関が地域の課題に対する支援策を検討する「圏域地域ケア会議」と、

全市的な取組を検討する「地域ケア推進会議」を開催するものです。地域の支援体制を

強化するため、第 7 期計画期間から保健所に代わり社会福祉協議会を構成員としまし

た。 

○今後の方針 

医療・介護等の多職種が協働して知識や情報、地域課題を共有・把握し、地域支援ネッ

トワークの構築を推進するとともに、問題解決機能の向上を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域ケア推進会議開催回数 2 回 3 回 3 回 3 回 

圏域地域ケア会議開催回数 10 回 15 回 15 回 15 回 
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（４）高齢者の在宅生活を見守る取組の充実 

本市では、見守り等の支援を要する高齢者が在宅で安心して暮らすことを支えるため、

配食サービスや緊急時通報システムの設置等の各種の取組を展開してきました。今後も引

き続き、取組の内容や利用状況が高齢者のニーズに合致しているかどうかを絶えず確認し

て、必要に応じて改善を図りながら、多様な取組により高齢者の在宅生活を支えます。 

 

● 事業 

① 緊急時通報システム事業              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

緊急時の対応が困難なひとり暮らし高齢者等に対して、緊急時にボタンを押せば受信

センターに通報され、必要に応じた援助及び救急要請等を行うための装置を設置する

ものです。 

○今後の方針 

この事業は、高齢者等の在宅生活に欠かすことができないものであり、今後さらに利

用者の増加が見込まれます。引き続き通報装置の設置を進めるとともに、適切な利用

方法と費用負担について、ケアマネ部会や広報を通した周知を行います。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

端末設置台数 196 台 198 台 200 台 202 台 

通報件数 112 件 113 件 115 件 127 件 

 

② ふれあい収集事業           【所管課：高齢者福祉課・西清掃センター】 

○事業の概要 

所定のごみ集積所へごみや資源物を出すことができない人を対象に、直接自宅を訪問

してごみ等を収集するとともに、安否確認を行うものです。 

○今後の方針 

在宅の認知症高齢者や要介護高齢者の増加が見込まれる中で、ごみ集積所にごみや資

源物を出すことができない高齢者が増加するものと考えられます。この事業を通して、

高齢者の在宅生活の向上を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 233 人 252 人 272 人 293 人 

利用延べ回数 8,204 回 8,860 回 9,569 回 10,335 回 
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③ 配食サービス事業                    【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

在宅で生活しており、食事の支度が困難な高齢者に対して、年末年始を除く週４日を

上限に昼食を配送するとともに、安否確認を行うものです。 

○今後の方針 

引き続き、食事の支度が困難な在宅の高齢者に対して、栄養バランスの取れた食事を

提供することにより、食生活の改善及び健康の増進を図るとともに、安否確認を行い

ます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 112 人 114 人 116 人 118 人 

配食数 11,347 食 11,551 食 11,759 食 11,971 食 

 

④ 高齢者 110番事業                    【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

公民館等の身近な公共施設を「高齢者 110 番」施設として、認知症の疑いなど継続的

な支援が必要な高齢者を把握し、見守りを行うものです。 

○今後の方針 

今後進行する高齢社会に備えるため、「高齢者 110 番」実施施設において来館者の状

況に応じた適切な支援を行い、高齢者を地域で見守る体制を構築します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施施設数 26 施設 28 施設 30 施設 32 施設 
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⑤ 各種カード配布事業                    【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

かかりつけ医や緊急連絡先など、自身に関する必要な情報を緊急時に医療機関等へ迅

速に伝えるため、あらかじめ高齢者を対象とした「救急情報カード」を配布して記入を

求めるとともに、所定の場所への貼付を求めるものです。カードは主に市内在住 75 歳

以上の高齢者に配布します。 

○今後の方針 

自身に関する情報を伝えることができない救急時においても、医療機関に必要な情報

を提供し、家族へ速やかに連絡が取れるようにするため、市内在住の 75 歳の高齢者

に対し、「救急情報カード」を配布します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

救急情報カード配布人数 1,500 人 1,515 人 1,530 人 1,545 人 
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２ 地域包括ケアシステムの推進                   

我が国では少子・高齢化が進み、間もなく総人口の 10人に３人以上が高齢者で

あるという社会が到来します。こうした中で、介護保険制度を維持し、高齢者が住

み慣れた地域で安心して自立した日常生活を営み続けるためには、地域のさまざま

な社会資源を効果的に活用するとともに、医療、介護、介護予防、住まい及び自立

した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を、本市の実

情に応じて深化・推進させることが必要です。 

今日の我が国の地域社会では、高齢者福祉分野だけではなくさまざまな分野の課

題が絡み合って複雑化したり、個人や世帯が複数の分野の課題を同時に抱え、複合

的な支援を必要としている状況も見られます。さらに、ひとり暮らし高齢者や高齢

者のみ世帯の増加に伴い、家族や地域社会との関係が希薄で、他者との接触がほと

んどない状態である「社会的孤立」や、電球の取り換え、ごみ出し、買い物や通院

のための移動など、身近な生活課題に対するニーズの高まりが見られます。 

こうした中で、厚生労働省は、制度・分野ごとの『縦割り』や「支えられる側」

「支える側」という従来の関係を超えて、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、

住民一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのでき

る「地域共生社会」の実現に向けて、各種制度改正を進めています。令和 2年に「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」によって改正され

た介護保険法では、国及び地方公共団体の責務として、地域住民が相互に人格と個

性を尊重し合いながら参加し、共生する地域共生社会の実現に資することが新たに

位置付けられました。 

今後高齢化が一層進む中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステ

ムは、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得ます。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においては、令和 22年（2040年）

を見据えるとともに地域共生社会の実現を目指して、社会福祉法等に基づく社会福

祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行われました。今後、包括的な支

援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と併せて介護保険制度に基づく地域包括ケ

アシステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現

を図ることが必要とされています。このような状況の中で、「自助」「共助」が効果

的に展開されるように「公助」の仕組みを構築してまいります。 

また、高齢化が進行する中で、75歳以上の後期高齢者を中心に、医療と介護をと

もに必要とするケースも見受けられます。高齢者が病気を抱えても、住み慣れた地

域で療養し、自分らしい生活を続けるためには、在宅医療や介護が滞りなく実施さ

れることが必要です。あるべき在宅医療・介護提供体制の姿を共有した上で、地域

の医療及び介護の関係機関の連携を強化します。 
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（１）地域で高齢者を支援する体制の整備 

単身の高齢者や高齢者のみ世帯が増加する中で、地域で高齢者が安心して暮らすことを

支えるためには、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に提

供されることが必要です。医療関係者、介護関係者、地域関係者、市内所在の大学の教職員

や学生をはじめとしたさまざまな市民同士の連携を進めるとともに、地域に配置した生活

支援コーディネーターが中心となって、地域資源と生活支援ニーズの把握・整理を行い、

見守り・安否確認や外出支援、家事支援等の具体的な支援の取組に結び付けます。 

地域での支え合いを充実させる上では、行政だけではなく、民生委員・児童委員やボラ

ンティアなど、地域で福祉活動に携わる人々の活動が重要であることから、活動に対する

支援を強化します。 

また、高齢者が要介護状態になった場合でも、生きがいを持って生活できるよう、高齢

者個人の特性や希望に合った就労的活動のコーディネートを行う就労的活動支援コーディ

ネーター（就労的活動支援員）の配置に向けて準備します。 

 

■地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

  通所 入所 
■在宅系サービス： 

■介護予防サービス 

■施設･居住系サービス： 

 

介護が必要になったら・・・ 

介 護 

 

住まい 

病院： 

急性期、回復期、慢性期 

日常の医療： 

通院 入院 

病気になったら・・・ 

医 療 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ・社会福祉協議会等 

 

 

いつまでも元気に暮らすために・・・ 

生活支援・介護予防 

･地域包括支援センター 

･介護支援専門員（ケアマネジャー） 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 
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● 事業 

① 地域包括ケアシステム推進協議会           【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

坂戸市・鶴ヶ島市・坂戸鶴ヶ島医師会を中心として、医療・介護・地域で地域包括ケ

アシステムの実現に向けた施策や体制整備、介護予防及び生活支援、認知症施策の推

進等について協議するものです。 

○今後の方針 

出前講座による市民への普及啓発を行いながら、地域包括ケアシステムの実現に向け、

鶴ヶ島市、坂戸鶴ヶ島医師会、市民や関係機関と連携し、在宅医療や介護、生活支援な

ど多岐にわたる地域の課題抽出やその解決に向けた体制の整備について協議していき

ます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

推進協議会開催数 3 回 3 回 3 回 3 回 

出前講座の回数 16 回 17 回 18 回 19 回 

 

② 地域福祉との連携           【所管課：福祉総務課・高齢者福祉課】 

○事業の概要 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活するために、地域や福祉関係団体と連携を図

るものです。 

○今後の方針 

市役所の関係各課、区・自治会、民生委員・児童委員、学校、医療、企業、社会福祉協

議会、ＮＰＯ等の各機関が連携して、地域コミュニティの醸成に努めます。 

民生委員・児童委員をはじめ、地域住民、関係機関が協働してひとり暮らし高齢者や認

知症高齢者等に対する見守り活動を実施できるよう、地域福祉等との連携に努めます。 

介護ボランティア制度など地域の支え合いの仕組みの推進を図ります。 
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③ 生活支援体制整備事業               【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

支援が必要な高齢者を地域で支えるため、地域住民と生活支援コーディネーターが連

携して、協議体の場で協議しながら支援体制を整備するものです。また、生活支援コ

ーディネーターは支援の担い手を育成するための研修を行い、住民団体の活動を支援

します。 

高齢者の社会参加等を進める就労的活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）

の配置に向けた取組を開始します。 

○今後の方針 

多様な生活支援サービスの提供体制を構築するため、協議体で地域の課題を見つけ、

解決につなげます。 

生活支援等を実施する団体を新たに開発し、生活支援サービスの担い手を育成します。 

地域における多様な担い手（NPO、ボランティア、地域包括支援センター、社会福祉

協議会、民間企業等）に対して、情報の提供や相談･支援を適切に行いながら、連携体

制の整備を図ります。就労的活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）と連携

し、高齢者の要介護状態や生きがい、生活歴、生活状況等の把握に努め、高齢者の意欲

を高める支援を提供する体制を整備します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域づくり担い手講座の受講者実人数 20 人 30 人 30 人 30 人 
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（２）高齢者が暮らしやすい地域づくりの推進 

高齢者の生活の基礎となる住まいの改善を促進し、社会参加を進めるために、公共施設

及び民間施設のバリアフリー化を進めるとともに、ユニバーサルデザインの考え方を導入

した公共施設整備を図ります。これらを通して、高齢者にやさしいまちづくりを進めると

ともに、防災・防犯対策を強化して、安心・安全な地域社会を目指します。 

また、本市では有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった高齢者向け住ま

いが介護ニーズの受け皿の一つとなっている実態があります。こうした高齢者向けの住ま

いの整備状況等も踏まえながら、高齢者が暮らしやすい地域づくりを進めます。 

 

● 事業 

① 住まいづくりの支援           【所管課：高齢者福祉課・住宅政策課】 

○事業の概要 

高齢者に対応した住宅について周知するとともに、情報提供を行うものです。 

○今後の方針 

高齢者の住まい相談を受ける地域包括支援センター等の職員に対して、埼玉県住まい

安心支援ネットワーク等を通じて住宅に関する知識や支援制度等の情報提供に努めま

す。 

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に関しては、質の確保を図る観点から、

未届けの施設を把握した際に埼玉県に連絡するなどの情報連携を図るとともに、本市

の介護保険財政の健全な運営に支障を与えることがないよう、適切な量の整備に向け

て設置者に対応します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

サービス付き高齢者向け住宅整備数 12 か所 12 か所 13 か所 13 か所 
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② 交通安全対策の推進                 【所管課：交通対策課】 

○事業の概要 

高齢化に伴い、交通事故被害者に占める高齢者の割合が増加傾向であることや、高齢

者が加害者となる交通事故が増加傾向にあることから、高齢者の交通安全意識を高め

るための取組を行うものです。 

○今後の方針 

高齢者の事故割合を減少させるため、引き続き、関係機関・団体と連携して、交通安全

の啓発や交通安全教育を実施します。 

高齢者が自転車乗車時にヘルメットを着用することを推進するため、引き続き、ヘル

メット着用の啓発及び補助金を交付します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高齢者事故割合※ 減少 減少 減少 減少 

※65 歳以上の高齢者 100 人当たりの交通事故死傷者数。令和元年（１～12 月）の数値は 0.29。 

 

③ 人にやさしいまちづくり           【所管課：政策企画課、関係各課】 

○事業の概要 

すべての市民にとって魅力あるまちとするために、ユニバーサルデザインを推進し、

だれもが地域で安心して自立した生活を営み、積極的に社会参加ができるような環境

を整えるものです。 

○今後の方針 

坂戸市ユニバーサルデザイン推進基本方針に基づき、だれもが利用しやすいまち、施

設、物（製品）、環境、サービス等をつくろうとする考え方を推進するとともに、社会

情勢等を考慮し、必要に応じて坂戸市ユニバーサルデザイン推進基本方針の見直しを

行います。また、関係法令等に基づき、公共施設のバリアフリー化を推進するほか、道

路（歩道）のバリアフリー化、身近な公園等の段差の解消等を行い、だれもが利用しや

すい環境整備を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ユニバーサルデザイン推進基本方

針の周知と、施設改修に際しバリ

アフリー化を実施 

継続 継続 継続 継続 

 

  



 

74 

（３）医療と介護の連携の推進 

医療を必要とする高齢者の入退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取りなどを

行う際に、在宅医療・介護のサービスが切れ目なく提供されることが重要です。本市では、

坂戸鶴ヶ島医師会や介護保険事業所等と連携して、在宅医療や介護が滞りなく実施され、

一人ひとりの高齢者の実情に合ったケアが行われる体制づくりを引き続き進めます。 

 

● 事業 

① 在宅医療・介護連携推進事業            【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

在宅医療の充実とともに、医療と介護の連携強化のため情報の共有化を図り、連携に

対応できる人材の育成、市民への普及啓発等を推進するものです。 

○今後の方針 

医療・介護の多職種連携を推進して、双方の理解促進を図ります。 

後期高齢者の増加に伴い、在宅で医療サービスと介護サービスを一体的に提供するこ

とが必要であることから、医療・介護の多職種が連携し、高齢者が円滑に利用できる仕

組みを構築するとともに、市民に向け在宅医療の普及啓発を行います。 

設置主体として鶴ヶ島市とともに地域医療拠点の充実を図ります。 

医療と介護の連携強化を図るために、入退院支援における運用ルールの作成や情報共

有シート等の改訂に取り組みます。 

地域包括支援センターにおいて、在宅医療と介護の連携の調整機能を強化・充実する

ための人材育成に努めます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

在宅医療相談室で受けた相談件数 120 件 125 件 130 件 135 件 
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（４）高齢者の生きがいづくりの推進 

高齢者が生きがいを持って生活できるよう、高齢者の経験や知識を活かした活動や事業

を展開するとともに、高齢者が地域社会の一員としていきいきと暮らすための活動を支援

します。 

また、元気な高齢者が介護保険施設や地域の助け合い活動にボランティアとして参加し、

その活動に対してポイントを付与する仕組みである「ボランティアポイント制度」の導入

を検討します。 

 

● 事業 

① 自主活動の支援                  【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

老人クラブや地域の高齢者の社会参加活動、ゲートボールやグラウンドゴルフ等のス

ポーツ活動、地域交流や世代間交流活動等の仲間づくり、生きがいづくりに対する活

動を支援するものです。 

○今後の方針 

高齢者の自主的な社会参加活動等は、高齢期の生きがいづくり、健康維持の面で重要

な取組であることから、単位老人クラブ会長会議での情報提供、広報さかどへの特集

記事の掲載を通して、老人クラブの活性化・組織の拡大等を図り、地域福祉活動やコミ

ュニティ活動など、生きがいの持てる活動を支援します。 

ＮＰＯ活動、ボランティア活動等の市民活動を通じて高齢者同士の交流を深め、社会

貢献や定年後の生きがい創出を支援します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

老人クラブ数 40 クラブ 41 クラブ 41 クラブ 42 クラブ 

老人クラブ会員数 3,102 人 3,122 人 3,125 人 3,130 人 

 

② いきいき高齢者認定事業               【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

市内の高齢者に生きがいを持ち、長く健康で生活してもらうことを目的として、市民

の模範となる高齢者を「いきいき高齢者」として認定するものです。市内在住のおおむ

ね 75 歳以上で長年にわたり運動、地域活動、文化芸能活動等で活動している人や、新

たな目的に向かって挑戦をしている人等が対象です。 

○今後の方針 

より多くの高齢者に生きがいを持って、生活をしていただけるように、いきいき高齢
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者事業の周知を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認定者数 9 人 17 人 17 人 20 人 

 

③ 敬老事業                     【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うため 99 歳の高齢者を

対象に、自宅を訪問するなどの事業を実施します。 

○今後の方針 

対象者を敬愛するとともに、自らの生活意欲向上を促すためにも事業を継続して実施

し、高齢者の福祉の増進を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

対象者数 17 人 20 人 23 人 26 人 

 

④ 市民バス特別乗車証交付事業            【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

70 歳以上の高齢者に対して、さかっちバス、さかっちワゴンの乗車に当たり、通常料

金から割引した特別料金で乗車できる特別乗車証を交付するものです。平成 31 年４

月から乗車証の有効期限を撤廃し、令和元年８月から乗車料金を無料にしました。 

○今後の方針 

高齢者の公共施設・病院への交通手段の確保と生活の利便性の向上を図るため、引き

続き 70 歳以上の高齢者にバス特別乗車証を交付します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特別乗車証発行人数 900 人 909 人 918 人 927 人 

 

⑤ 老人福祉センター運営事業             【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

高齢者の交流、仲間づくり等を行うために、老人福祉センターの管理運営を行うもの

です。 
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○今後の方針 

高齢者の交流、仲間づくり等を行うために、老人福祉センターの管理運営を継続して

行います。利用者が減少傾向にあるので、ＰＲチラシの配布等の周知を機会あるごと

に実施するとともに、自主事業の充実を図るなど利用者の利便性向上に努めます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

城山荘利用者数 4,466 人 5,806 人 7,548 人 9,812 人 

ことぶき荘利用者数 8,792 人 11,430 人 14,859 人 19,317 人 

※ 令和２年度は新型コロナウィルス感染症予防対策のため利用制限を実施。 

 

⑥ 坂戸市ふれあい入浴補助券交付事業         【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

高齢者の健康増進、生きがいを持ちながら生活することを支援するため、市内在住の

65 歳以上の高齢者に対して、入浴施設の利用料金の一部を補助するものです。 

○今後の方針 

市内在住の高齢者に事業内容等を周知し、事業を必要とする高齢者の利用を促します。

利用者数の増加が課題であるため、わかりやすい利用案内のチラシを作成し、市民が

多く集まる機会をとらえながら、より一層の周知を図ります。 

事業の実施を通して、高齢者の健康増進や交流の機会の拡大、閉じこもりの防止を図

ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

入浴補助券利用率 

（利用枚数／交付枚数） 
40% 45% 50% 55% 

 

⑦ 学習創作活動の促進                 【所管課：中央公民館】 

○事業の概要 

公民館、地域交流センターで実施している高齢者学級等を通じて、高齢者の学習創作

活動を支援し、社会参加を促進するものです。 

○今後の方針 

高齢者が学びながら人間関係を深め、生きがいを見つけ出すきっかけづくりの場とし

て、今後も公民館・地域交流センターにおいて、高齢者が身近な地域で活動に参加でき

るよう支援します。 

特に閉じこもりがちな高齢者の参加を念頭に、高齢者が気軽に参加できる講座内容等

を企画し、ＰＲを強化します。 



 

78 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高齢者学級参加者数 4,000 人 5,000 人 5,100 人 5,200 人 

 

⑧ 世代間交流                     【所管課：学校教育課】 

○事業の概要 

地域の高齢者と子どもたちの交流教室の場として、小学校を活用するものです。高齢

者自身の生きがいづくりはもとより、青少年育成や豊かな経験と知識を次世代へ継承

することで、地域社会の活性化に寄与します。 

○今後の方針 

高齢者の経験を次世代に伝えていくことは、高齢者の生きがいにつながるとともに、

次世代のより豊かな生活をつくり出すことに寄与することから、坂戸小学校の世代間

交流教室を活用した取組を実施します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

世代間交流事業 継続 継続 継続 継続 

 

⑨ 雇用・就労の促進             【所管課：商工労政課・高齢者福祉課】 

○事業の概要 

高齢者が自らの意欲や能力、知識や経験を活かして働くことを支援して、高齢者の生

きがいと社会参加の機会を整備するものです。 

○今後の方針 

働く意欲のある高齢者が、長年培ってきた知識や経験を活かし、自らの生きがいと社

会参加の機会を得ることを促進するため、シルバー人材センターに支援を行います。 

近年、シルバー人材センターの会員数に伸び悩みが見られることから、シルバー人材

センターに対し、会員のスキルアップ等につながるような魅力ある事業展開を支援し

ます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

シルバー人材センター会員数 1,200 人 1,261 人 1,293 人 1,325 人 
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（５）高齢者の在宅生活の支援 

高齢者の自立した在宅生活を支援するため、多様なニーズに対応した在宅福祉サービス

を提供します。 

 

● 事業 

① 紙おむつ等給付事業                【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

在宅の要介護３～５の高齢者で、常時紙おむつ等を必要とする人（住民税非課税世帯）

に対して、一定額を限度に給付するものです。 

○今後の方針 

低所得の高齢者本人及び家族の経済的・精神的負担の軽減を図るために、引き続き実

施します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 64 人 73 人 83 人 95 人 

支給回数 519 回 592 回 675 回 769 回 

 

② 移送支援サービス事業                【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

常時寝たきりまたは常時車いすを利用している高齢者に対して、移送用車輌により利

用者の居宅と医療機関・介護施設等との間を送迎するものです。１か月当たり 180 分

が上限です。 

○今後の方針 

要介護高齢者が住み慣れた地域で生活を続ける上で必要性が高い事業であることから、

利便性の向上に配慮しながら、継続して実施します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 20 人 25 人 27 人 30 人 

利用回数 300 回 325 回 351 回 390 回 
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③ 訪問理美容サービス事業               【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

自ら理美容室へ出向くことが困難な要介護１～５の高齢者を対象に、理美容師が高齢

者の自宅を訪問して、理美容サービスを実施するものです。 

○今後の方針 

頭髪の衛生状態の維持・向上を図ることを通して、要介護高齢者の経済的・精神的負担

を軽減し、在宅生活の向上を資することから、引き続き事業を実施します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 40 人 44 人 49 人 54 人 

利用回数 85 回 94 回 103 回 113 回 

 

④ 老人福祉施設入所事業               【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

環境面及び経済面の理由等により、家庭で養護を受けることが困難な高齢者について、

措置により養護老人ホームへ入所させるものです。 

○今後の方針 

高齢者虐待にかかる相談が増加傾向であるほか、複雑化しているため、早期対応を図

る必要があります。家庭内暴力の被害者を加害者から分離する場合など、高齢者の生

活の場の確保が必要な場合に、法令に基づいて本事業を活用します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

措置人数 2 人 2 人 2 人 2 人 

やむを得ない措置による短期

入所人数 
10 人 10 人 10 人 10 人 
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⑤ 寝具乾燥消毒サービス事業              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

自宅での寝具乾燥が困難な高齢者に対して、寝具の乾燥消毒と水洗いを行うものです。 

○今後の方針 

在宅で生活する高齢者等の健康と衛生を保持するために、継続して実施します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 30 人 30 人 32 人 32 人 

利用延べ回数 276 回 276 回 313 回 313 回 

 

⑥ 日常生活用具の給付事業              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要な高齢者に対して、日常生活用具（電磁調

理器・火災警報機・自動消火器）を給付するものです。機器の購入費用のうち、市が 9

割を負担して、本人負担は１割（生活保護世帯は全額を市で負担）です。 

○今後の方針 

高齢者の在宅生活の継続のために、防火設備の給付は有効であるため、事業内容の周

知と制度利用の促進を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

日常生活用具給付台数 

（電磁調理器、火災警報器、

自動消火器） 

3 台 3 台 3 台 3 台 
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（６）家族介護に対する支援  

介護サービスの充実に伴い、高齢者を介護する家族の負担は軽減されてきた面がありま

すが、認知症の高齢者を介護する家族を中心に、依然として家族の多くは心理的負担や孤

立感を抱えながら介護に当たっています。また、働きながら家族の介護をしている人は、

仕事と介護との両立に困難を抱えている例が少なくありません。加えて、近年は社会の晩

婚化の影響もあり、家族の介護と育児に同時に直面するケースの増加が課題となっていま

す。場合によっては、やむを得ず職を離れ、介護に専念せざるを得ない状態となることも

課題です。 

こうした家族介護の状況を背景として、県では令和２年３月に全国初となる「埼玉県ケ

アラー支援条例」を制定しました。同条例では「高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等

により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生

活上の世話その他の援助を提供する者」をケアラーと定義して、基本理念として全てのケ

アラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるようにすること、

県、県民、市町村、事業者、関係機関及び民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を図り

ながらケアラーの支援に取り組むこと、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支

えること等を規定しています。 

同条例では、ケアラーの支援において市町村の役割の重要性が指摘されています。家族

介護者の身体的、経済的な負担軽減のための取組を実施するととともに、相談の機会の拡

充や介護技術に関する知識・情報提供を充実させるなど、市として家族介護者に対する支

援を強化します。 

 

● 事業 

① 家族介護支援事業                 【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

高齢者の在宅生活で重要な役割を担う介護家族等を対象に、介護知識・技術を学びな

がら、参加した家族同士の交流を図ることを目的とした講座等を実施するものです。 

○今後の方針 

要介護高齢者の家族等が介護に必要な知識を学び、家族同士の交流を図る上で必要な

事業であることから、今後も継続して実施します。 

開催は市内事業所に委託し、実施団体の長所を活かした上で、参加者の学びや交流が

図れる場となるような事業を目指します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

家族介護者教室実施回数 8 回 8 回 9 回 10 回 

介護者サロン設置数 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 
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② 介護支援短期宿泊事業                【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

介護保険法による保険給付の支給限度額を超えた場合でも、介護者の特別な理由によ

り一時的に介護が困難になった場合、１か月当たり７日を限度に、高齢者を介護老人

福祉施設に短期入所させるものです。 

○今後の方針 

要介護者等の福祉の向上と、介護する家族の負担軽減を図るために、ケアマネジャー

にニーズの状況や要望等を確認し、事業内容を検討しながら引き続き実施します。ま

た市民への周知に努めます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 １人 1 人 1 人 1 人 
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３ 認知症高齢者を支える仕組み～「共生」と「予防」～      

我が国では、平成 30年時点で高齢者の約７人に１人（500万人超）が認知症で

あるといわれており、今や認知症は誰もがかかる可能性がある身近な病気であると

いえます。政府は令和元年６月に「認知症施策推進大綱」を取りまとめて、認知症

になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知

症バリアフリー」の取組を進めていくとともに、「共生」の基盤のもとで通いの場の

拡大など「予防」の取組を政府一丸となって進めていくことを定めています。また、

令和２年に「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」に

よって改正された介護保険法では、国及び地方公共団体の責務として、地域におけ

る認知症の人への支援体制の整備や、介護者の支援、認知症の人の支援にかかる人

材確保と資質の向上をはじめとした認知症施策を総合的に推進することが定めら

れました。 

高齢者が認知症の状態となったとしても、個人として尊重され、住み慣れた地域

で尊厳を保ちながら暮らし続けることが大事です。本市においても、要支援・要介

護認定を受けている認知症高齢者数は増加を続けています。支援を必要とする認知

症の人と家族を早期に発見して早期対応を図るとともに、状態の変化に応じた適切

なサービスを提供するための取組を強化する必要があります。また、在宅での生活

が困難になった人の居住系サービスの利用についての支援も検討していきます。 

65歳未満で発症する若年性認知症については、政府の認知症施策推進大綱では、

「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」として

具体的な施策の柱の１つに位置づけられています。若年性認知症の人については、

発症が働き盛りの時期と重なるため、職場において異変に気がつくことも多く、職

場内での正しい理解と支援が必要とされています。また、就労や生活費、子どもの

教育費等の経済的な問題や、主介護者が配偶者となる場合が多く、時に本人や配偶

者の親等の介護と重なる等の特徴があることから、さまざまな分野にわたる総合的

な支援が必要です。本市では、若年性認知症の人に対する取組を認知症高齢者に対

する取組と一体的に実施します。 
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（１）認知症の普及啓発、予防と早期発見  

誰もが認知症になりうることから、認知症の人やその家族が地域のよい環境で自分らし

く暮らし続けるためには、地域の住民や事業者等が認知症について十分に理解し、認知症

の人を支える気持ちを持つことが重要です。認知症の人の数は年々増加傾向にあるため、

一人でも多くの市民が認知症の症状や認知症の人への対応方法を理解することが必要です。 

本市では、認知症についての基礎知識やサービス、相談先等を網羅した「坂戸市認知症

ガイドブック」（認知症ケアパス）を作成しています。認知症サポーター養成講座について

は、平成 21 年以来継続的に実施しており、既に多くの市民が「認知症サポーター」とし

て、地域で日常的な見守り活動に携わっています。また、認知症の人をはじめ、社会から孤

立しがちで支援を要する人を早期に発見して、適切な対応につなげることを目的として、

「坂戸市見守りネットワーク」を地域住民・公共機関・民間事業者等の協力によって構築

しています。今後もこれらの取組を推進して、市民の認知症に対する理解促進と見守り体

制の充実を図ります。 

認知症の予防には、認知症の発症遅延や発症リスク低減（一次予防）、早期発見・早期対

応（二次予防）、重症化予防、機能維持、行動・心理症状の予防・対応（三次予防）があり

ます。国の認知症施策推進大綱では、認知症の「予防」について、「認知症にならない」と

いう意味ではなく、「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」

という意味で用いられています。認知症の予防のためには、運動不足の改善、糖尿病や高

血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等が資する

ものと考えられています。そこで、地域において高齢者が身近に通える場を拡充するとと

もに、認知症の人に限らず市民全般や高齢者全般を対象に整備されている社会参加活動・

学習等の活動の場を活用することが有効と考えられています。本市においても、こうした

考え方を踏まえ、さまざまな取組を通じて認知症の予防と早期発見に取り組みます。 

 

● 事業 

① 認知症啓発事業                  【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

認知症についての正しい知識の普及を進めるとともに、認知症の人やその家族を見守

り、支援する「認知症サポーター」を養成するものです。また、埼玉県認知症疾患医療

センターとの連携により、市民向け講座を開催します。 

○今後の方針 

認知症サポーター養成講座等を引き続き実施して、認知症に関する広報・啓発活動を

強化します。 

認知症サポーターに対してフォローアップ講座を開催し、認知症の人の見守り活動等

の推進を図ります。 

埼玉県認知症疾患医療センターをはじめとした関係機関と連携して、認知症に関する
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正しい知識や理解の普及啓発のための講座等の取組を計画的に実施します。 

認知症当事者の本人発信支援として、アンケートを実施し、本人の視点を反映させた

施策の充実を目指します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症サポーター養成講座開催回数 6 回 15 回 18 回 21 回 

認知症サポーター養成講座受講者数 150 人 300 人 350 人 400 人 

認知症疾患医療センター共催事業数 5 事業 5 事業 5 事業 5 事業 

 

② 坂戸市見守りネットワーク              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

認知症等により、支援が必要な人を登録事業者等が見守るために構築したネットワー

クについて、年１回研修会を開催し、地域の情報交換等を行うものです。 

○今後の方針 

地域での見守り体制を強化するために、今後も年 1 回の研修会等を通して見守りネッ

トワークの普及啓発を図ります。また、ネットワーク登録事業所数の増加に向けて、周

知を進めます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ネットワーク関係団体数 20 団体 20 団体 20 団体 20 団体 

ネットワーク協力事業所数 96 事業所 100 事業所 102 事業所 105 事業所 

 

③ 坂戸市高齢者声かけ訓練              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

認知症の人に対する適切な対応を体験する取組として、高齢者声かけ訓練を実施しま

す。 

○今後の方針 

地域包括支援センターが中心となり、日常生活圏域ごとに年１回以上の訓練を実施し、

市民への周知を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高齢者声かけ訓練実施回数 ５回 ５回 ５回 ５回 
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（２）認知症高齢者のケアと介護者に対する支援 

認知症は、病状が進行するにつれて状態が変化し、生活する上でさまざまな支障が生じ

る病気であることから、状態に応じて適切な医療・介護サービス等を受けられるようにす

ることが重要です。 

本市では、各地域包括支援センターに認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進

員を設置しており、今後も引き続き、認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員

が中心となって、「坂戸市認知症ガイドブック」（認知症ケアパス）も活用しながら地域に

おける認知症対応を展開します。 

認知症になると、物事を理解する能力が低下しますが、その人の尊厳が失われるわけで

はなりません。周囲の人の心無い言動により、認知症の人が傷つけられてしまうことがあ

ってはなりません。認知症の人も含め、さまざまな生きづらさを抱えていても、一人ひと

りが尊重され、その人に合った形での社会参加が可能となる「地域共生社会」に向けた取

組を進める観点から、移動や買い物、公共施設の利用など生活のあらゆる場面で、認知症

になってからもできる限り住み慣れた地域で普通に暮らし続けていくため、「認知症バリア

フリー」の取組を推進します。 

認知症の人を介護する家族の中には、介護による過度なストレスを抱えたり、介護のこ

とを相談できずに孤立感を抱えるという例もあります。認知症の人を介護する家族に支援

を行うことは、認知症の人の生活の質の改善にもつながることから、家族など介護者の精

神的・身体的な負担の軽減に資する取組を推進します。 

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つなぐ仕組み

「チームオレンジ」等の構築を検討し、認知症の人が自分らしく暮らし続けることができ

る地域の実現を目指します。 

 

● 事業 

① 認知症初期集中支援チーム              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

認知症の人を初期の段階から医療や介護サービスにつなげることを支援するため、チ

ーム医とチーム員による認知症初期集中支援チームを設置するものです。 

○今後の方針 

認知症の早期発見・早期対応に向けて、認知症初期集中支援チームの活動を充実させ、

周知を図ります。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

チーム数 ５チーム ５チーム ５チーム ５チーム 
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② 認知症地域支援推進員の設置             【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

認知症の人を支援するための関係機関の連携や、認知症についての相談に対応する認

知症地域支援推進員を設置するものです。 

○今後の方針 

認知症の早期診断・早期対応に向けて、認知症地域支援推進員が中心となって認知症

施策をさらに充実させ、認知症になっても地域で暮らしていけるまちづくりを推進し

ます。 

「坂戸市認知症ガイドブック」について、認知症地域支援推進員を中心に各日常生活

圏域の情報の充実を図り、更新します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症地域支援推進員数 12 人 13 人 14 人 15 人 

 

③ 認知症ケア相談室                 【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、在宅で生活する

認知症の人やその家族に対して、認知症ケアに関する困りごとの相談や介護技術のア

ドバイス等を行うものです。市内にあるグループホーム（認知症対応型共同生活介護

事業所）に委託して設置しています。 

○今後の方針 

認知症の人を介護する際の具体的手順や手法、ノウハウを伝え、行動・心理症状の悪化

を予防できるよう相談者を支援していきます。 

支援を必要とする認知症の人本人や家族の利用につながるよう、市民への周知に努め

ます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症ケア相談室設置数 ３か所 4 か所 4 か所 4 か所 

認知症の相談窓口の認知状況（介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査

結果） 

24.8％ 30％（令和 4 年度に調査実施予定） 
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④ おれんじカフェの設置               【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

認知症の人や家族をはじめ、誰もが集い、認知症の人を支えるつながりを支援する場

を設置するものです。毎月 1 回、各地域包括支援センターや市民団体が「おれんじカ

フェ」を運営しています。 

○今後の方針 

地域で生活する認知症の人が増加する中で、本人や家族と地域住民が地域の中で支え

合えるようにするため、認知症についての正しい知識の普及や集える場の提供、相談

窓口の周知を行います。 

日常生活圏域によっておれんじカフェの開設状況に差が生じているため、認知症地域

支援推進員が中心となって未開設地区における設置の検討を進めます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

おれんじカフェ設置数 17 か所 17 か所 18 か所 18 か所 

 

⑤ 認知症簡易チェックサイト              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

家族や本人が日常の異変等についてインターネットのホームページのチェック項目に

回答することで、認知症が早期発見できるものです。相談先として地域包括支援セン

ターや認知症疾患医療センターが表示されます。 

○今後の方針 

チラシの配布や認知症講座でのＰＲにより引き続き市民へ周知を図り、利用を促進し

ます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

アクセス件数 2,500 件 2,600 件 2,700 件 2,800 件 
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⑥ 認知症高齢者位置情報提供サービス事業        【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

要介護１～５に認定されて、外出時に行方不明となる恐れがある在宅生活の認知症高

齢者等にＧＰＳ機能等を備えた携帯端末機を貸与し、所在不明になった時に早期に発

見できる体制を整え、介護をする家族の不安を軽減するものです。 

○今後の方針 

要介護高齢者を介護している家族等の身体的・精神的・経済的負担の軽減、外出時に行

方不明となる恐れがある在宅生活の認知症高齢者の支援を図るため、継続して実施し

ます。 

サービスを必要とする人の利用につながるよう、市民への周知に努めます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 ７人 8 人 8 人 9 人 

 

⑦ 見守りキーホルダー配布事業             【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

認知症や認知症の疑いがある人、障害や障害の疑いがあり、見守りが必要な人に対し

て、個人識別用の番号と市役所連絡先を印字したキーホルダーを配布するものです。 

○今後の方針 

引き続き、見守りが必要な高齢者にキーホルダーを配布し、高齢者が警察等に保護さ

れた場合に家族等の関係者に迅速に連絡できる仕組みを継続させます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

キーホルダー配布件数 100 件 110 件 120 件 130 件 

 

 

  



第４章 施策の展開 

91 

 

第
４
章 

● 本市の認知症支援施策の全体像 

認知症の人に対する支援策を、認知症の状態（程度）別に整理すると、次のとおりとなり

ます。第 8 期計画第 4章の基本施策３に掲載した各事業を中心に、他の基本施策に位置づ

けた事業等も活用しながら、認知症の人に対する支援に取り組みます。 

認知症の状態 

軽度  中度  重度 

認知症の疑い 
認知症を有するが

日常生活は自立 

誰かの見守りがあれ

ば日常生活は自立 

日常生活に手助

け 介護が必要 
常に介護が必要 

 物忘れはあるが、

金銭管理や買い

物、書類作成等を

含め、日常生活は

自立している。物

忘れが多いという

自覚がある 

買い物や事務、

金銭管理等にミ

ス が み ら れ る

が、日常生活は

ほぼ自立してい

る 

たびたび道に迷

う、服薬管理が

できない、電話

の応対や訪問者

の対応など、１

人では難しい 

着替えや食事、トイ

レ等がうまくでき

ない。何でも口に入

れる、物を拾い集め

る、行方不明にな

る、失禁、大声・奇

声をあげる、火の不

始末、不潔行為 

ほぼ寝たきりで

意思の疎通が困

難である 

介護予防・ 

悪化予防 

 

 

 

 

 

    

他者とのつ

ながり支援 

 

 

 

    

仕事  

役割支援 

     

安否確認  

見守り 

     

生活支援  

身体介護 

 

 

 

    

医療 
 

 

    

家族支援・ 

相談支援 

 

 

 

 

 

    

緊急時支援

（精神症状が

見られる等） 

     

居住系サー

ビス 

 

 

 

    

権利擁護に

関する支援 

 

 

 

    

障害者福祉制度      

※  ：市の事業、サービス  ：介護保険サービス  ：市以外の機関が提供するサービス  ：その他（個人の取組）  

支援の内容 

本人の様子 

        医療機関受診（専門医の治療とアドバイス）                    

    すこやか脳クラブ                    

    体操教室                    

        知識・趣味を楽しむ                    

        バランスのとれた食事                         

        地域での交流                          

        通所サービス                          

                   おれんじカフェ                               

 技術を生かした就労                    

    ボランティア活動                    

  緊急時通報システム、配食サービス、ふれあい収集事業、在宅福祉サービスを通した見守り            

 地域での見守り（地域包括支援センター、民生委員・児童委員、自治会、近隣の人々、さかど見守りネット）            

         介護保険サービス（訪問介護、通所介護等）        

 配食サービス、ふれあい収集事業、訪問理美容サービス、日常生活用具給付            

 社会福祉協議会、シルバー人材センター、ＮＰＯ等による生活支援サービス             

        医療機関受診（専門医の治療とアドバイス）                    

       居宅療養管理指導、訪問看護                          

         地域包括支援センターでの認知症、介護に関する相談            

 認知症についての情報交換、介護者同士の交流の場（介護者サロン）             

 携帯端末機貸与・見守りキーホルダー・認知症チェックサイト         

          認知症初期集中支援チーム                  

          認知症ケア相談室                       

医療機関受診（専門医の治療とアドバイス） 

    サービス付き高齢者住宅、ケアハウス、有料老人ホーム                    

        グループホーム                          

  老人保健施設・特別養護老人ホーム                         

                   消費生活相談                        

 福祉サービス利用援助事業 あんしんサポートネット             

          成年後見制度                        

      精神障害者保健福祉手帳の申請、自立支援医療の利用等                        
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（３）高齢者虐待の防止と成年後見制度の推進  

高齢者虐待は、家庭内や介護サービス提供中など、外部からの発見が困難な場所で行わ

れがちです。そのため、被害が潜在化して、発見時には既に深刻な事態となっている場合

があります。高齢者と関わりのある地域の団体や事業者等がさまざまな視点から高齢者虐

待の発見に努めるとともに、速やかに通報を行い、被害者の迅速な保護に努めます。 

また、認知症の高齢者など、判断能力が低下している人が地域で安心して生活するため

には、成年後見制度の活用により、本人の権利や財産を守ることが重要です。現在、本市で

は坂戸市社会福祉協議会が法人として成年後見を受任し、対象者を支援する仕組みがあり

ますが、今後は平成 28 年 5 月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」

の趣旨を踏まえ、令和 3年 4 月に坂戸市成年後見制度利用促進計画を策定、坂戸市成年後

見センター（仮称）を設置し、成年後見制度の周知を図るとともに、制度の利用しやすさの

向上を図り、制度を必要とする人・家族に利用を促します。あわせて、権利擁護の担い手で

ある市民後見人の育成を図ります。 

 

● 事業 

① 高齢者虐待防止                    【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

広報やパンフレットによる市民への周知啓発、虐待を初期の段階で把握する介護サー

ビス事業所や地域包括支援センター向けの研修、弁護士や社会福祉士による虐待対応

専門職チームとの連携等により、高齢者虐待の防止と早期発見、早期対応を図るもの

です。 

○今後の方針 

虐待防止、早期発見・対応のため各機関への研修や市民周知を図ります。 

 

② 成年後見センター運営事業             【所管課：高齢者福祉課】 

（ア）成年後見制度利用支援事業【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

判断能力が不十分な認知症高齢者等に対して、市長による申し立て、成年後見人等へ

の報酬助成など、成年後見制度の利用を支援することにより、認知症高齢者等の自立

の援助と福祉の増進を図るものです。 

○今後の方針 

認知症高齢者の状況把握に努め、成年後見制度の活用による権利擁護を進めるととも

に、制度の適正な運用を図ります。 

認知症高齢者や親族等による成年後見制度の利用が困難な高齢者の増加を踏まえ、制
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度の周知を図り、早期の段階で相談に結び付くようにします。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市長申立て利用者数 6 人 6 人 ７人 ８人 

報酬助成利用者数 3 人 3 人 ４人 ５人 

 

（イ）市民後見推進事業【所管課：高齢者福祉課、障害者福祉課】 

○事業の概要 

市民後見人を養成し、活用を図ることにより、高齢者等の権利擁護を推進するもので

す。 

市民後見人養成講座やフォローアップ講座の開催、市民後見推進事業講演会の開催に

より、成年後見制度の広報に努めています。 

○今後の方針 

市民後見人としての業務を適正に行うために必要な知識・技術・社会規範・倫理性を習

得させるため、市民後見人養成講座を開設します。 

市民後見推進事業講演会を開催して、市民に対して市民後見人の事業内容を周知し、

市民後見人養成講座への参加を促します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市民後見人養成講座受講者数 
基礎編研修 実践編研修 フォローアップ研修 

15 人 20 人 
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４ 介護現場の革新に向けた基盤整備              

介護サービスを必要とする高齢者の増加と、2040年までの中長期的な見通しの

中での生産年齢人口の減少を背景として、我が国全体として介護従事者の不足が懸

念されており、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が大きな課題となってい

ます。現在、政府は 2020年代初頭までに家族の介護を理由とした離職の防止等を

図るべく「介護離職ゼロ」を推進しており、必要な介護サービスの確保と働く環境

改善・家族支援を両輪に位置付けています。高齢者介護を支える人材の確保は「介

護離職ゼロ」実現に向けて欠かすことのできない取組です。個々の事業所における

人材の確保・育成については、一義的には各介護保険事業者が自ら実施するべきも

のですが、本市は保険者として、事業者に対する指導・監督等を通して、事業者に

対する情報提供や可能な限りの事務負担軽減に努めたり、事業者同士の連携を促し

たり、介護従事者の研修会等の開催支援を行います。 

介護現場の持続可能性を確保していくためには、介護職員の確保・育成に加え、

元気な高齢者を介護の支え手として位置付けて、地域や介護現場で健康づくり・介

護予防に取り組む中での活躍を促すことも有効と考えられます。また、人的制約が

ある中で質の高いサービスが提供できる環境を維持していくためには、介護現場に

おける業務の見直しや就労しやすい環境の整備、ロボット・ICTの活用を視野に入

れる必要があります。こうした様々な取組を通じて、介護現場革新の取組を進める

ことが求められています。 

また、介護保険サービスは、利用者のニーズに対応した十分な量のサービスが提

供されるだけではなく、提供されるサービスが真に利用者の日常生活を向上させる

ものであることや、利用者が満足する水準であることが求められます。適切なサー

ビスが提供されることは、介護給付に要する費用の効率化につながり、介護保険制

度の強化に資することとなることから、保険者として取組の強化を図ります。 

 

（１）介護事業者に対する支援の充実 

本市において介護保険サービスが安定的に提供される状態を確保するため、介護サービ

ス事業者に対する集団指導や、介護従事者に対する研修会等を実施します。また、自立支

援型ケア会議を通して、ケアマネジャー等の資質の向上を図ります。 

また、介護サービス事業者等と連携して、介護現場のイメージを刷新するため、周知広

報の方策を検討します。  
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● 事業 

① 介護保険事業者支援事業              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

介護保険サービスの質の向上及び充実を図るため、介護サービスの円滑な提供と市・事

業者相互の連携強化を図るために設立された坂戸市介護保険事業者連絡会との連携を通

じた介護サービス事業者に対する集団指導や研修会、ケアマネジャーを対象とした研修

会を実施するものです。また、介護サービス事業所に対する実地指導等を通じ、事業運

営に係る理解を促進し、介護サービスの質の向上と介護給付の適正化を図るものです。 

○今後の方針 

坂戸市介護保険事業者連絡会とさらなる連携を図り、介護保険制度改正や実務におけ

る助言、指導、高齢者支援におけるスキルアップを図る機会として研修会を引き続き

開催します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護サービス事業所、ケアマネジ

ャーへの研修会開催回数（年間） 
２回 ３回 ３回 ３回 

 

② 自立支援型地域ケア会議              【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

本市の地域ケア会議のうち本会議は、サービス利用者の自立支援・重度化防止や地域

資源の有効活用等の観点から、ケアマネジメント支援を行うためのものです。 

○今後の方針 

医療・介護等の多職種が協働して知識や情報を共有・把握し、地域支援ネットワークの

構築を推進するとともに、専門職の助言や多職種の視点により問題解決機能の向上を

図ります。ケアマネジャーの積極的な出席を促し、自立支援に向けたケアプランの作

成を推進します。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立支援型地域ケア会議実施回数 ８回 12 回 12 回 12 回 

検討ケースのモニタリング件数 5 件 5 件 5 件 5 件 
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（２）介護給付の適正化の推進 

市は保険者として、被保険者のケアプランが適切に作成され、それに基づく介護サービ

スが適正に給付されていることや、介護報酬の請求が適正に行われていることを確認し、

市民の介護保険制度に対する信頼性の向上を図ることが必要です。埼玉県国民健康保険団

体連合会が提供する給付実績を活用しながら、必要に応じて事業所に対する立ち入り指導

を行うなど、適切な介護サービス提供体制の確保に向けた取組を行います。 

  

● 事業 

① 給付適正化事業                  【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

介護保険事業の健全な運営に資するため、事業者に対し、介護保険制度の趣旨を踏ま

え、適切なサービスの提供、給付、請求が行われているかという観点から指導を行い、

制度に対する信頼性と利用者に対する適切な介護サービスの確保に努めます。また、

埼玉県国民健康保険団体連合会と連携して、適正化システムを活用し、過剰なサービ

ス供給の抑制に努めます。 

○今後の方針 

給付適正化５事業（① 要介護認定の適正化（認定調査状況チェック）、② ケアプラン

の点検（ケアマネジメントの適正化）、③ 住宅改修等の点検、福祉用具購入・貸与の調

査、④ 縦覧点検、医療情報との突合、⑤ 介護給付費通知）は金銭的効果が明確であり、

今後も引き続き継続して実施していきます。 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認定調査員に対する研修の回数 年１回 年２回 年２回 年２回 

認定調査票及び認定調査票特記事

項の内容確認 
全件 全件 全件 全件 

ケアプランの点検を行う事業所数 ３事業所 ３事業所 ３事業所 ３事業所 

介護給付費通知 １回 １回 １回 １回 
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５ 介護保険事業の推進                    

介護保険制度が創設されて 20年が経過した今日、全国では介護サービスの利用

者が制度創設時の３倍を超えており、介護サービスは少子高齢社会の中で高齢者の

生活を支える上で不可欠なものとなっています。本市ではこれまで、地域包括ケア

システムの深化・推進を意識しながら、地域密着型サービスをはじめとしたさまざ

まな基盤整備を進めてきました。 

第８期計画期間のサービス提供に当たっては、引き続き地域包括ケアシステムの

深化・推進を念頭に、令和元年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査や

在宅介護実態調査結果を勘案し、令和７年（2025 年）や令和 22 年（2040 年）

を見据えて各種サービスの必要見込量を適切に推計し、見込量の確保に努めます。 

介護を要する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、必要な

ときに必要な介護保険サービスを利用できるということが重要です。本市は、５つ

の日常生活圏域で調和の取れた地域密着型サービスを整備して、高齢者の在宅生活

を支えるさまざまなサービスを充実させます。 

 

（１）介護サービスの実施  

要支援・要介護認定を受けた高齢者に対して、心身の状態の維持・改善のために効果的

なサービスを提供します。 

 

（ア）居宅サービス 

高齢化の進行に伴い、高齢者のひとり暮らし世帯や高齢者のみ世帯、日中独居状態の高

齢者世帯等の増加が見込まれるため、訪問介護や通所介護等のサービス需要が増大するも

のと考えられます。 

本市では、介護を必要とする高齢者が居宅サービスを利用しながら住み慣れた地域で安

心して暮らすことを支援する観点から、次のとおり必要なサービス量を見込みます。なお、

埼玉県による訪問介護、通所介護の事業者の新規指定に関して、既にサービス量が見込み

に達している場合は、本市は埼玉県に協議を求めることとします。 
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● 事業 

① 訪問介護 

○サービスの概要 

訪問介護員（ホームヘルパー）が要介護高齢者の自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等

の身体介護や掃除、洗濯、買い物等の生活援助を行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて人数が 12.3%増加し、回数が 2.3％減少する見

込みです。 

※単位は年間延べ人

数・回数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

人数 5,482  5,152  5,258  5,784 

回数 115,852 109,528  102,755  107,062 

○今後の方針と見込量 

要介護高齢者及び高齢者の単身世帯が年々増加する中で、サービス利用者の増加が今後

も見込まれます。サービス量の確保と質の向上に努めながら、サービス提供を図ります。 

※単位は年間延べ

人数・回数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

人数 6,624  7,236  7,944  8,616  

回数 121,278  133,585  147,304  152,474 

 

② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

○サービスの概要 

要支援・要介護高齢者の自宅を入浴車で訪問し、入浴サービスを提供するものです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、訪問入浴介護で人数が 2.0%、回数が 14.8％

減少する見込みです。介護予防訪問入浴介護は利用実績がほとんど見られません。 

※単位は年間延べ人

数・回数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 
人数 0 1  7  0  

回数 0 2  36  0  

介護給付 
人数 447 441  417  432  

回数 2,112 2,122  2,111  1,808 
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○今後の方針と見込量 

サービス提供事業所との連携を図り、適切なサービス量の確保と質の高いサービスの

提供に努めます。 

※単位は年間延べ人

数・回数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 
人数 12  12  12  12  

回数 36  36  36  36  

介護給付 
人数 516  576  648  564  

回数 2,104  2,341  2,608  2,239  

 

③ 訪問看護・介護予防訪問看護 

○サービスの概要 

通院が困難な要支援・要介護高齢者に対して、かかりつけ医の指示により、看護師・理

学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が自宅を訪問し、療養上の支援や必要な診療の補

助を行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、訪問看護で人数が 6.7%、回数が 5.0％増加す

る見込みです。介護予防訪問看護では人数が 28.0%、回数が 33.8％増加する見込み

です。 

※単位は年間延べ人

数・回数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 
人数 267 300  309  384  

回数 1,621 1,952  2,057  2,611  

介護給付 
人数 2,184 2,419  2,349  2,580  

回数 17,288 18,339  17,719  19,248  

○今後の方針と見込量 

医療と介護の連携の推進に伴い、サービスの需要がさらに高まることが予想されます。

医療機関・訪問看護ステーションと連携・調整を図りながら、サービス量の確保に努め

ます。 

※単位は年間延べ人

数・回数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 
人数 396  396  408  432  

回数 2,873  2,873  2,966  3,154  

介護給付 
人数 3,036  3,384  3,768  3,924  

回数 21,671  24,226  27,070  28,066  
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④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

○サービスの概要 

通院が困難な要支援・要介護高齢者に対して、かかりつけ医の指示により、理学療法

士、作業療法士または言語聴覚士が自宅を訪問して、心身の機能の維持・回復、理学療

法等のリハビリテーションを行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、訪問リハビリテーションで人数が 34.9%、回

数が 8.4％増加する見込みです。介護予防訪問リハビリテーションでは人数が 49.2%

増加、回数が 0.4％減少する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数・回数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 
人数 114  177  172  264  

回数 1,003 1,684  1,532  1,678  

介護給付 
人数 747 747  889  1,008  

回数 7,390 7,460  9,136  8,086  

○今後の方針と見込量 

利用者の需要に対応できるよう、市内及び近隣市町の医療機関の協力を得ながら、サ

ービス量の確保に努めます。 

※単位は年間延べ人

数・回数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 
人数 228  228  240  264  

回数 2,106  2,106  2,220  2,448  

介護給付 
人数 1,032  1,152  1,260  1,308  

回数 9,097  10,194  11,128  11,426  

 

⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

○サービスの概要 

通院が困難な要支援・要介護高齢者に対して、かかりつけ医の指示により、看護師・理

学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が自宅を訪問し、療養上の支援や必要な診療の補

助を行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、居宅療養管理指導は 8.7％、介護予防居宅療

養管理指導は 39.5％増加する見込みです。  
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※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 人数 364 387  440  540  

介護給付 人数 4,072 4,713  5,026  5,124  

○今後の方針と見込量 

医療機関等と連携・調整を図りながらサービス量を確保するとともに、居宅療養管理

指導が必要な要介護高齢者等に対して利用促進を図ります。栄養改善・口腔機能向上

等の指導を含め、生活機能の維持・向上を目的としたサービス提供により、要介護度の

重度化の防止に努めます。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 人数 552  564  576  612  

介護給付 人数 6,060  6,720  7,440  7,716  

 

⑥ 通所介護 

○サービスの概要 

要介護高齢者に対して、デイサービスセンターにおいて入浴、食事の提供など、日常生

活の支援や機能訓練を日帰りで行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて人数が 3.1%、回数が 9.9％減少する見込みで

す。 

※単位は年間延べ人

数・回数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

人数 6,156  6,647  6,959  6,444  

回数 65,102 70,523  74,167  63,528  

○今後の方針と見込量 

要介護高齢者が年々増加する中で、今後もサービス利用者の増加が見込まれます。利

便性を考慮した上で、サービス量の確保と質の向上に努めながら、サービス提供を図

ります。 

※単位は年間延べ

人数・回数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

人数 7,896  8,664  9,528  10,308  

回数 84,832  93,430  103,032  109,950  
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⑦ 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 

○サービスの概要 

要支援・要介護高齢者に対して、介護老人保健施設・医療機関等でかかりつけ医の指示

により、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、通所リハビリテーションで人数が 22.3%、回

数が 34.0％減少する見込みです。介護予防通所リハビリテーションの人数は 17.6％

減少する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数・回数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 人数 1,322 1,295  1,401  1,080  

介護給付 
人数 4,209 4,063  3,970  3,156  

回数 34,757 32,583  30,944  21,508  

○今後の方針と見込量 

利用者の需要に対応できるようにするとともに、利用者の身体状況に合った適切な機

能訓練に努め、要介護状態の改善と悪化防止を図ります。 

※単位は年間延べ人

数・回数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 人数 1,368  1,404  1,440  1,524  

介護給付 
人数 4,200  4,608  5,052  5,508  

回数 32,021  35,148  38,568  42,050  

 

⑧ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

○サービスの概要 

要支援・要介護高齢者が介護老人福祉施設等に短期間入所（ショートステイ）して、入

浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けるサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、短期入所生活介護で人数が 22.1%減少、日数

は 2.3％増加する見込みです。介護予防短期入所生活介護では人数が 74.5%、日数が

10.4％減少する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数・日数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 
人数 68  47  42  12  

日数 295 212  385  190  

介護給付 
人数 1,745 1,632  1,968  1,272  

日数 16,047 13,704  17,003  14,026  
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○今後の方針と見込量 

このサービスは、病院を退院して在宅生活に移行する際の利用や、在宅介護が長期間

に及ぶ家族介護者の負担軽減のために有効なものです。利用者の心身機能の維持向上

を図り、家族の介護負担を軽減するため、市内及び近隣市町の利用を含めたサービス

量の確保に努めるとともに、施設等との連携を図ります。 

※単位は年間延べ人

数・日数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 
人数 36  36  36  36  

日数 392  392  392  392  

介護給付 
人数 1,692  1,896  2,112  2,208  

日数 16,860  18,860  20,983  21,710  

 

⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

○サービスの概要 

要支援・要介護高齢者が介護老人保健施設等に短期間入所（医療型ショートステイ）し

て、医学的管理の下で医療、看護、介護及び機能訓練を受けるサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30年度から令和２年度にかけて、短期入所生活介護で人数が 32.8%、日数が 15.9％

減少する見込みです。介護予防短期入所療養介護は利用実績がほとんど見られません。 

※単位は年間延べ人

数・日数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 
人数 1 2  4  0  

日数 4 13  15  0  

介護給付 
人数 399 393  461  264  

日数 2,420 2,629  3,033  2,210  

○今後の方針と見込量 

このサービスは、病院を退院して在宅生活に移行する際の利用や、在宅介護が長期間

に及ぶ家族介護者の負担軽減のために有効なものです。利用者の心身機能の維持向上

を図り、家族の介護負担を軽減するため、市内及び近隣市町の利用を含めたサービス

量の確保に努めるとともに、施設等との連携を図ります。 

※単位は年間延べ人

数・日数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 
人数 12  12  12  12  

日数 16  16  16  16  

介護給付 
人数 612  672  768  816  

日数 4,334  4,768  5,369  5,834  
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⑩ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

○サービスの概要 

心身の機能が低下し、在宅で日常生活を営むことに支障がある要支援・要介護高齢者

に対して、日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練等の用具を貸与するサー

ビスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、福祉用具貸与は 14.5％、介護予防福祉用具貸

与は 7.0％増加する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 人数 2,975 3,343  3,465  3,576  

介護給付 人数 10,507 10,851  11,656  12,420  

○今後の方針と見込量 

日常生活を支える福祉用具貸与の利用を促進して、自立に向けた支援を進めます。 

利用者が必要な福祉用具を適切に利用するための支援を行います。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 人数 3,648  3,756  3,864  4,092  

介護給付 人数 14,196  15,624  17,268  18,396  

 

⑪ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

○サービスの概要 

在宅で日常生活を営む要支援・要介護高齢者が、入浴または排せつに使用する福祉用

具を購入したときに、購入費を給付するサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、特定福祉用具販売は 4.6％増加、特定介護予

防福祉用具販売は 20.7％減少する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 人数 119 121  94  96  

介護給付 人数 261 241  242  252  

○今後の方針と見込量 

在宅介護の環境整備の推進という視点に立ち、在宅の要介護高齢者や家族に対する情

報提供に努めます。 
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※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 人数 120  120  120  120  

介護給付 人数 240  240  240  240  

 

⑫ 住宅改修・介護予防住宅改修 

○サービスの概要 

在宅で日常生活を営む要支援・要介護高齢者に対して、手すりの取付けや段差解消等

の住宅改修に要する費用のうち 20 万円を限度として給付するサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、住宅改修は 3.6％減少、介護予防住宅改修は

7.1％増加する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 人数 92 56  66  60  

介護給付 人数 133  112  114  108  

○今後の方針と見込量 

在宅介護の環境整備の推進という視点に立ち、在宅の要介護高齢者や家族に対する情

報提供に努めます。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 人数 60  60  60  60  

介護給付 人数 108  108  108  108  

 

⑬ 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 

○サービスの概要 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等に入居している要支援・要介護高齢

者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の支援、機能訓練及び療

養上の支援を行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、特定施設入居者生活介護は 13.1％、介護予防

特定施設入居者生活介護は 5.1%増加する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 人数 277 297  324  312  

介護給付 人数 1,478 1,581  1,778  1,788  
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○今後の方針と見込量 

市内及び近隣市町の施設利用を含めたサービスの利用を図ります。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 人数 324  324  336  348  

介護給付 人数 2,076  2,208  2,388  2,772  

 

⑭ 居宅介護支援・介護予防支援 

○サービスの概要 

要支援・要介護高齢者の依頼を受けてケアマネジャーがケアプランを作成するととも

に、在宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等の連絡調整を行うサー

ビスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、居宅介護支援は 8.8％、介護予防支援は 5.1％

増加する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 人数 4,061 4,431  4,644  4,656  

介護給付 人数 17,169  17,417  18,293  18,948  

○今後の方針と見込量 

要支援・要介護高齢者の自立支援に資するため、ケアマネジャーが公正かつ適切に業

務を遂行できるように支援するとともに、ケアマネジャーの質の向上に努めます。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 人数 4,848  4,980  5,124  5,400  

介護給付 人数 21,948  24,048  26,412  28,788  
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（イ）施設サービス 

施設サービスは、要介護認定者が施設に入所して受けるサービスであり、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院があります。 

現在、市内には介護老人福祉施設（５施設）、介護老人保健施設（３施設）があり、いず

れも稼働率が高い状況で推移しており、介護老人福祉施設については待機者も発生してい

ます。また、政府では 2020 年代初頭までに、介護サービスが利用できないためにやむを

得ず家族介護者が離職することをなくすとともに、介護老人福祉施設への入所が必要であ

るにもかかわらず、自宅での待機を余儀なくされるケースをなくすという、「介護離職ゼロ」

を目標としています。 

また、高齢化の進展や、医療介護総合確保推進法に基づく都道府県地域医療構想の具体

化に伴い、令和７年（2025 年）に向けて病床の機能分化・連携が進み、全国的に在宅医

療の需要が大きく増加することが見込まれます。こうした需要増大に対しては、医療分野

と介護分野の双方において、必要な受け皿を確保・整備する必要があります。 

本市としては、既存の体制を前提としながら、必要に応じて認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）や小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービス、居宅サービスの

組み合わせによる支援も含めて対応します。 

 

● 事業 

① 介護老人福祉施設 

○サービスの概要 

常に介護が必要で、在宅での介護が困難な要介護高齢者に対して、介護老人福祉施設

において、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援、健康管理、療養上の支援及び機

能訓練等の支援を行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

現在、市内には５か所（491 床）の施設が整備されています。第７期計画期間中の施

設整備は行っていません。平成 30 年度から令和２年度にかけて、利用者数は 7.6％

増加する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

人数 4,320  4,884  4,946  5,256  

○今後の方針と見込量 

近隣市町所在の施設の利用も含め、サービス量の確保に努めます。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

人数 5,328  5,448  5,508  7,452  
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② 介護老人保健施設 

○サービスの概要 

要介護高齢者が入院後、症状が安定して入院治療の必要がなくなった際に、自宅での

生活に戻ることができるようにするため、介護老人保健施設において医学的管理下で

介護、機能訓練、医療等、日常生活の支援を行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

現在、市内には 3 か所（300 床）の施設が整備されています。第７期計画期間中の施

設整備は行っていません。平成 30 年度から令和２年度にかけて、利用者数は 5.5％

増加する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

人数 2,858  2,685  2,722  2,832  

○今後の方針と見込量 

近隣市町所在の施設の利用も含め、サービス量の確保に努めます。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

人数 2,880  2,940  3,000  4,092  

 

③ 介護医療院 

○サービスの概要 

要介護高齢者に対して、施設において「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話

（介護）」を一体的に提供するものであり、介護保険法上の介護保険施設と医療法上の

医療提供施設としての位置付けを有します。 

○第７期計画期間中の状況 

現在、市内には施設が整備されていません。利用者数は少数となっています。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

人数 －  0  38  48  

○今後の方針と見込量 

近隣市町所在の施設の利用も含め、サービス量の確保に努めます。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

人数 72  96  120  144  
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④ 介護療養型医療施設 

○サービスの概要 

長期にわたり療養を必要とする要介護高齢者に対して、医療施設において、医学的管

理の下で療養、看護、介護、その他の支援、機能訓練及び必要な医療等を行うものです。

平成 29 年の介護保険法改正により、介護療養型医療施設の他施設への転換期限が令

和 5 年度末までに延長されました。 

○第７期計画期間中の状況 

現在、市内には施設が整備されていません。周辺市における介護療養型医療施設の介

護医療院等への転換が進んでいないことから、平成30年度から令和２年度にかけて、

利用者数は 9.4％減少する見込みです。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

人数 125  106  111  96  

○今後の方針と見込量 

介護療養型医療施設の他施設（介護医療院等）への転換期限（令和 5 年度末）が迫る

中で、近隣市町所在の他施設の利用により、必要なサービス量の確保に努めます。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人数 72  48  24  
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（２）地域密着型サービスの実施 

要支援・要介護認定を受けた高齢者が住み慣れた地域で生活することを支援するため、市

内の事業所によるサービスを提供します。認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加、働き

ながら高齢者を介護する家族を支援する観点から、サービス提供体制の充実に努めます。 

地域密着型サービス事業者の指定等に際しては、被保険者、介護サービス事業者、保健医

療福祉等関係者、地域団体関係者、学識経験者等の代表で構成した「坂戸市高齢者福祉及び

介護保険事業審議会」において協議して、地域密着型サービスの適正な運営を確保します。 

 

● 事業 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

○サービスの概要 

日中・夜間（24 時間）を通じて訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しな

がら、要介護高齢者に対し、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスで

す。医療と介護が連携し、在宅生活の支援を行うものです。 

○第７期計画期間中の状況 

既存の１事業所が平成 30 年度中に廃止となりましたが、令和元年 10 月に新たな１

事業所が開設されました。なお、利用者数は増加を続ける見込みです。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

人数 8  35  50  264  

○今後の方針と見込量 

サービスの需要に対して供給量が満たされており、第８期計画期間中の新たな整備予

定はありません。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

人数 348  348  348  348  

 

② 地域密着型通所介護 

○サービスの概要 

要介護高齢者に対して、定員 18 人以下の小規模なデイサービスセンターにおいて、

入浴、食事の提供など、日常生活の支援や機能訓練を日帰りで行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成30年度から令和２年度にかけて人数が18.4%、回数が6.6％増加する見込みです。 
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※単位は年間延べ人

数・回数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

人数 3,965  3,892  4,453  4,608  

回数 33,009 32,365  35,955  34,511  

○今後の方針と見込量 

第８期計画期間中の事業所の整備については、他のサービスを実施している事業所と

調整を図りながら、必要に応じて検討していきます。 

※単位は年間延べ

人数・回数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

人数 5,664  6,168  6,756  7,572  

回数 45,113  49,268  54,059  60,022  

 

③ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

○サービスの概要 

認知症の要支援・要介護高齢者に対して、デイサービスセンターで入浴、排せつ、食事

等の介護、その他の日常生活上の支援及び機能訓練等を行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

第7期計画期間中に6施設の整備を見込んだものの、新たな整備はありませんでした。

既存施設が令和２年 10 月より休業となったため、令和 2 年度末時点で稼働している

事業所は 0 か所となりました。平成 30 年度から令和２年度にかけて、認知症対応型

通所介護で人数が 86.2%減少、回数が 84.4％減少する見込みです。介護予防認知症

対応型通所介護は利用実績がありません。 

※単位は年間延べ人

数・回数。令和 2 年

度は見込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 
人数 0  0  0  0  

回数 0 0 0 0 

介護給付 
人数 47 87  64  12 

回数 293 591  538  92  

○今後の方針と見込量 

今後も本市においては認知症高齢者の増加が見込まれるとともに、認知症の「共生」と

「予防」の意義が周知され、在宅の認知症高齢者を支えるサービスの重要性がさらに

高まることが想定されます。第８期計画期間中は市内での事業所の整備を進めます。  
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※単位は年間延べ人

数・回数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 
人数 0  0  0  0  

回数 0 0 0 0 

介護給付 
人数 0  36  36  36  

回数 0 220  440 440  

 

④ 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 

○サービスの概要 

要支援・要介護高齢者の心身の状況や希望に応じて、通い・訪問・泊まりを組み合わせ

て、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練等を柔軟に行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

第 7 期計画期間中に小規模多機能型居宅介護２施設の整備を見込んだものの、開設は

1 施設にとどまりました。 

平成 30 年度から令和２年度にかけて、小規模多機能型居宅介護の利用者数は 80.0％

増加する見込みです。介護予防小規模多機能型居宅介護は利用実績がありません。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 人数 0 0  0  0  

介護給付 人数 12 20  23  36  

○今後の方針と見込量 

サービスの需要に対して供給量が満たされており、第８期計画期間中の新たな整備予

定はありません。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 人数 0 0  0  0  

介護給付 人数 24  24 24 24 

 

⑤ 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 

○サービスの概要 

認知症の要支援・要介護高齢者がグループホームにおいて、家庭的な環境と地域住民

との交流の下で、介護スタッフとともに共同生活を行い、食事、入浴、排せつ等の日常

生活の支援や機能訓練を受けるサービスです。 
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○第７期計画期間中の状況 

現在、市内で７事業所（126 床）が整備されています。平成 30年度から令和２年度

にかけて、認知症対応型共同生活介護の利用者数は 6.2％増加する見込みです。介護予

防認知症対応型共同生活介護の利用者数は少数となっています。 

※単位は年間延べ人

数。令和 2 年度は見

込み。 

第 6 期計画 第 7 期計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

予防給付 人数 1 1  0  0  

介護給付 人数 1,122 1,277  1,285  1,356  

○今後の方針と見込量 

サービスの需要に対して供給量が満たされており、第８期計画期間中の新たな整備予

定はありません。入所者の高齢化や認知症等の進行に合わせたサービス内容の適正化

を図ります。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

予防給付 人数 0 0 0 0 

介護給付 人数 1,368  1,368  1,368  2,268  

○日常生活圏域別の見込量（必要利用定員総数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

○サービスの概要 

要介護高齢者に対して、定員 29 人以下の介護老人福祉施設において、日常生活上の

支援や機能訓練、健康管理、療養上の支援を行うサービスです。 

○第７期計画期間中の状況 

現在、市内にはサービス提供施設がなく、利用実績もありません。 

○今後の方針と見込量 

施設でのサービスを必要とする本市在住高齢者のニーズに対応するため、第８期計画

期間中に市内に１事業所を整備します。 

圏域名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

東部 36 人（２施設） 36 人（２施設） 36 人（２施設） 

中央第一 18 人（１施設） 18 人（１施設） 18 人（１施設） 

中央第二  0 人（０施設）  0 人（０施設）  0 人（０施設） 

中央第三 18 人（１施設） 18 人（１施設） 18 人（１施設） 

西部 54 人（３施設） 54 人（３施設） 54 人（３施設） 
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※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

人数 0  36  348  348  

○日常生活圏域別の見込量（必要利用定員総数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 看護小規模多機能型居宅介護 

○サービスの概要 

要介護高齢者に対して小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせてサービスを

提供するものです。医療を必要とする比較的重度の要介護高齢者に向けたサービスで

す。 

○第７期計画期間中の状況 

現在、市内にはサービス提供施設がなく、利用実績もありません。 

○今後の方針と見込量 

在宅の要介護高齢者の生活を支えるため、第８期計画期間中に市内に１事業所を整備

します。 

※単位は年間延べ人

数。 

推計 参考 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 7 年度
（2025 年度） 

人数 0 0 348 348 

 

⑧ その他のサービス 

地域密着型サービスのうち、夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介

護については、第 7 期計画期間中の利用実績がなく、今後も市内における事業所の開

設が見込めないことから、単独での見込量設定は行いません。 

  

圏域名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

東部 

0 人（0 施設） 29 人（1 施設） 29 人（1 施設） 

中央第一 

中央第二 

中央第三 

西部 
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（３）地域支援事業の実施  

地域支援事業は、高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要介護

状態になった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう、地

域における包括的・継続的なケアマネジメントを支援するための事業です。地域支援事業

は、「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」からなり、事業費

の一部に介護保険料が充てられます。 

地域包括ケアシステムの実現に向けて、市町村は高齢者の社会参加・介護予防に向けた

取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を支える医療と介護の連携及び認

知症の人に対する支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていくこ

とが求められています。 

 

① 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【所管課：高齢者福祉課】 

○事業の概要 

地域の実情にあわせて、「訪問型サービス」「通所型サービス」「その他の生活支援サー

ビス」「介護予防ケアマネジメント」を行うものです。従来の介護予防訪問介護・介護

予防通所介護相当のサービスに加え、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合など、

多様な主体による多様なサービスが展開されるものです。 

○第７期計画期間中の状況 

平成 29 年度から訪問型及び通所型サービス B（住民主体によるサービス）、通所型サー

ビス C（保健・医療の専門職による短期集中型のサービス）を開始し、令和 2 年度から

訪問型サービス C（保健・医療の専門職による短期集中型のサービス）を開始しました。 

※単位は年間延べ人数。令和 2 年度は見込

み。 

第 7 期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

事業対象者数（人） 91 96 111 

訪問介護相当サービス（人） 2,220 2,160 2,280 

訪問型サービス A（人） 96 192 240 

訪問型サービス B（人） 0 38 474 

訪問型サービス C（人） － － 6 

通所介護相当サービス（人） 4,188 4,488 4,800 

通所型サービス A（人） 24 24 48 

通所型サービス B（人） 882 711 567 

通所型サービス C（人） 108 32 24 

介護予防ケアマネジメント（人） 3,957 3,934 3,558 
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○今後の方針と見込量 

要支援高齢者等が自身に必要なサービスを選択できるように、住民主体の多様なサー

ビスの充実を図ります。また、既に訪問型サービス B・通所型サービス B を利用して

いる要支援高齢者等が要介護認定者に移行した場合、継続して訪問型サービス B・通

所型サービス B を利用できるよう対象者を拡大します。 

その他の生活支援サービス（見守りや配食等のサービス）等のメニューを創設すると

ともに、実施主体の充実を図ります。また、サービスの質が担保される体制づくりを進

めます。 

※単位は年間延べ人数。 

推計 参考 

令和３年度 令和 4 年度 令和５年度 令和 7 年度

（2025 年度） 

事業対象者数（人） 126 141 156 186 

訪問介護相当サービス（人） 2,400 2,520 2,640 2,880 

訪問型サービス A（人） 300 360 420 540 

訪問型サービス B（人） 480 480 480 480 

訪問型サービス C（人） 60 60 60 60 

通所介護相当サービス（人） 5,040 5,280 5,520 6,000 

通所型サービス A（人） 72 96 120 168 

通所型サービス B（人） 600 600 600 600 

通所型サービス C（人） 24 24 24 24 

その他の生活支援サービス（人） 0 0 1 1 

介護予防ケアマネジメント（人） 3,700 3,900 4,100 4,500 

 

● 一般介護予防事業【所管課：高齢者福祉課】 

基本施策１「高齢者の介護予防・健康づくりの推進」の施策の方向２「介護予防の推進と

フレイル対策」の事業１～５を参照してください。（60～62 ページ） 

 

② 包括的支援事業 

高齢者が地域で安心して生活できるようにするため、地域包括支援センターが中心とな

って、保健・医療・福祉に関するサービスを総合的に実施します。 

 

○ 地域包括ケアシステム推進協議会 

 基本施策２「地域包括ケアシステムの推進」の施策の方向１「地域で高齢者を支援す

る体制の整備」の事業１を参照してください。（70 ページ） 

 

○ 地域包括支援センターの運営 

 基本施策１「高齢者の介護予防・健康づくりの推進」の施策の方向３「地域包括支援
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センターを核とした取組の推進」の事業１～２（63～64 ページ）と、基本施策４「介

護現場の革新に向けた基盤整備」の施策の方向１「介護事業者に対する支援の充実」の

事業２（95ページ）を参照してください。 

 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

 基本施策２「地域包括ケアシステムの推進」の施策の方向３「医療と介護の連携の推

進」の事業１を参照してください。（74 ページ） 

 

○ 認知症施策の推進 

 基本施策３「認知症高齢者を支える仕組み～「共生」と「予防」～」の施策の方向２

「認知症高齢者のケアと介護者に対する支援」の事業１～５を参照してください。（87

～89 ページ） 

 

○ 生活支援サービスの体制整備 

 基本施策２「地域包括ケアシステムの推進」の施策の方向１「地域で高齢者を支援す

る体制の整備」の事業３を参照してください。（71 ページ） 

 

③ 任意事業 

任意事業は、地域の実情に応じて本市が独自に実施する事業です。本市で実施する事業

は、下記のとおりです。 

 

○ 介護給付費適正化事業 

 基本施策４「介護現場の革新に向けた基盤整備」の施策の方向 1「介護事業者に対す

る支援の充実」の事業１（95 ページ）と、施策の方向２「介護給付の適正化の推進」

の事業１（96 ページ）を参照してください。 

 

○ 家族介護支援事業 

 基本施策２「地域包括ケアシステムの推進」の施策の方向６「家族介護に対する支

援」の事業２を参照してください。（83 ページ） 

 

○ その他事業 

 基本施策１「高齢者の介護予防・健康づくりの推進」の施策の方向４「高齢者の在宅

生活を見守る取組の充実」の事業３（66 ページ）、基本施策３「認知症高齢者を支え

る仕組み～「共生」と「予防」～」の施策の方向１「認知症の普及啓発、予防と早期発

見」の事業１～２（85～86 ページ）、施策の方向２「認知症高齢者のケアと介護者に

対する支援」の事業６～７（90 ページ）、施策の方向３「高齢者虐待の防止と成年後

見制度の推進」の事業２（92～93 ページ）を参照してください。 
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（４）サービス基盤の整備  

第８期計画期間中の本市における地域密着型サービス、介護保険施設の基盤整備に対す

る考え方は、次のとおりです。 

 

（ア）地域密着型サービス 

本市では、第７期計画期間中に定期巡回・随時対応型訪問介護看護（中央第三圏域）、小

規模多機能型居宅介護（中央第二圏域）がそれぞれ１施設整備されましたが、整備量はい

ずれも第 7期計画で設定した目標を下回りました。 

本市に住む高齢者が介護を要する状態となっても、住み慣れた地域で可能な限り暮らし

続けることを支援する観点から、第 8 期計画においては第 7 期計画期間中の実績も踏ま

え、公募等により看護小規模多機能型居宅介護を１施設、認知症対応型通所介護を１施設

整備する目標を設定します。 

このほか、本市所在の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への坂戸市被保険者の

入所待機者の状況を踏まえ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を 1 施設整備す

る目標を設定します。 

 

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の整備目標 

圏域名 
令和２年度

末総整備数 

 第 8 期計画  
令和５年度

末総整備数 
令和３年度

整備 

令和４年度

整備 

令和５年度

整備 

東部 

０施設 － 1 施設 － １施設 

中央第一 

中央第二 

中央第三 

西部 

 

■看護小規模多機能型居宅介護の整備目標 

圏域名 
令和２年度

末総整備数 

 第 8 期計画  
令和５年度

末総整備数 
令和３年度

整備 

令和４年度

整備 

令和５年度

整備 

東部 

０施設 － － 1 施設 １施設 

中央第一 

中央第二 

中央第三 

西部 
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（イ）介護保険施設等の整備 

本市では、第 6 期計画期間中に第 7 期計画の前倒し分として介護老人福祉施設を 1 施

設整備したことから、第 7 期計画においては介護保険施設の整備目標を設定しませんでし

た。 

第 8 期計画においては、広域型の施設の新たな整備目標は設定せず、既存の介護老人福

祉施設の増床のみを見込むこととします。 

 

■介護老人福祉施設の整備目標 

令和２年度 

末総整備数 

 第 8 期計画  
令和５年度

末総整備数 
令和３年度

整備 

令和４年度

整備 

令和５年度

整備 

５施設 

（491 床） 
－ 

０施設 

（10 床） 
－ 

５施設 

（501 床） 
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６ 災害・感染症対策に係る体制整備                    

近年、本市を含めた我が国全体として、大型台風の上陸やいわゆるゲリラ豪雨等

の風水害、大規模な地震等の災害が頻発しています。また、令和２年春より世界的

に新型コロナウイルス感染症の拡大抑制が課題となっています。地域には様々な病

気を抱えながら生活している高齢者が少なくないこと、高齢者が新型コロナウイル

ス感染症をはじめとした様々な病気にかかった場合に重篤化が懸念されることか

ら、災害対策や感染症対策は今日の本市を取り巻く重要な課題であると言えます。

こうした状況を踏まえ、本市としては次のように対応します。 

 

（１）平常時からの対策 

災害や感染症対策に関して、日頃から介護事業所等と連携して、避難訓練の実施や防災・

感染症拡大防止に関する啓発活動、感染症に対する研修等を行うとともに、介護事業所等

におけるリスクの状況を確認します。また、食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資

の備蓄・調達状況を確認して、災害や感染症発生時に必要となる物資等の調達・輸送体制

の整備に努めます。 

 

● 事業 

① 地域における防災・防犯の支援 【所管課：防災安全課・福祉総務課・障害者福祉課・高齢者福祉課】 

○事業の概要 

災害時に自力で避難することが難しく、避難する際に誰かの手助けが必要な人を支援

するため、避難行動被支援希望者登録制度があります。この制度は、避難行動被支援希

望者について、自主防災組織、区・自治会、民生委員・児童委員など地域で協力をし、

避難行動を支援する人の確保を図ることとしています。さらに、大規模な災害が発生

し、一般の避難所での生活が困難な人のために、市内介護老人福祉施設５施設、市内介

護老人保健施設３施設、障害者支援施設１施設と「災害時における福祉避難所の開設

及び運営に関する協定」を締結しています。 

また、令和２年 2 月には、坂戸市立老人福祉センター城山荘・ことぶき荘の指定管理

者と災害時において、両センターでの避難者の受入や施設の利用についての追加協定

を締結し、大規模災害時の対応を図りました。 

さらに、振り込め詐欺や訪問販売など、主に高齢者を狙った消費者被害を未然に防止

するため、関係機関と連携し、情報提供や啓発活動を行うとともに、消費生活センター

において相談を行っています。 
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○今後の方針 

引き続き、災害時に支援が必要な高齢者等の避難・救助が適切に行われるよう、地域防

災拠点会議等の機会を捉えて、避難行動被支援希望者登録台帳への登録を促します。 

また、振り込め詐欺や訪問販売による消費者被害を未然に防止するため、関係機関と

連携して、情報提供や啓発活動に努めます。 

 

○今後の見込量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

避難行動被支援希望者登録台帳登録者数 1,150 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 

防犯啓発キャンペーン回数 10 回 12 回 12 回 12 回 

 

（２）関係機関との連携・協力体制の整備 

災害や感染症の拡大といった緊急事態の発生時には、地域住民にとって身近な行政機関

である本市が主体となって取組を展開することが大前提となりますが、被害を最小限に抑

えるためには、県や他の市町村による広域的な応援や医療機関における支援活動が重要で

す。災害や感染症発生時に向けて県や保健所、医療機関等との連携・協力体制を整備し、緊

急時に適切な運用ができる仕組みを確保します。 


