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Ⅰ 地域包括ケアを実現するために 

～地域支援事業による地域包括ケアの推進～ 

 

地域包括ケアを推進するためには、それを推進するためのしくみをつくらなければなりませ

ん。そのしくみが地域包括ケアシステムであり、この構築が緊急の課題となっております。 

地域包括ケアシステムは高齢者やその家族のニーズに対応し地域での生活を総合的に支援

していくために、地域包括支援センター、介護サービス事業所等の介護関係機関、医師会、歯

科医師会等の医療関係機関、民生委員・児童委員、自治会、老人クラブ等の住民関係機関など

が参画し、有機的に連携できるものでなければなりません。そのため、これらの機関と密接な

関係にある二市がそれぞれ主体となって構築にあたるものとします。 

広域連合は、地域包括ケアシステムの構築のための地域包括支援センターの強化や二市への

財政支援等について、地域支援事業の中で推進を図ります。広域連合における地域支援事業に

ついては、広域連合が実施するものと、広域連合が二市に委託して実施するものがあります。 

事業を円滑に推進し、地域包括ケアを効果的に行うためには、広域連合及び二市の役割分担

を明確にする必要があります。また、事業は第 6期当初から実施するものと準備期間を経て実

施するものがあるため、ここでは、第 6期期間中における事業の内容、実施年度と実施主体を

ロードマップで示します。 
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１ 高齢者の尊厳の保持 

【現状と課題】 

広域連合では、高齢者の虐待防止を図るため、虐待行為情報について、二市との連絡を密に

し対応するとともに、介護保険施設内において発生した虐待事象については、事業所に対し内

容の報告と再発防止策を指導しています。 

鈴鹿市では、鈴鹿市高齢者虐待防止事業実施要綱及び鈴鹿市高齢者緊急一時保護事業実施要

綱を制定し、虐待等発生時の一時保護が必要な場合等に、対応をスムーズに行うことができる

体制を整備しました。 

亀山市では、亀山市高齢者等虐待防止ネットワーク検討委員会を開催し、事例検討や意見交

換を行っています。さらに、高齢者・障がい者虐待防止・早期発見マニュアルの改正について

協議し、平成 25年 10月に障害者虐待防止法が施行されたことに伴い、マニュアルの改訂版を

作成しました。 

鈴鹿亀山地区においても、虐待自体は発生しており、表面化していない潜在的な虐待の存在

も否定しきれないのが現状です。 

高齢者虐待を未然に防ぐためには、専門機関や民間機関等も含めた関係者で構成する見守り

ネットワークの活用や地域ぐるみでの支え合いなど早期発見につなげるためのしくみづくり

のほか、地域包括支援センターによる「介護者のつどい」の開催など、虐待についての正しい

知識の周知や、高齢者と暮らす家族、中でも家事等を苦手とする男性介護者の負担を軽減する

ための取り組みを、さらに総合的に推進することが重要です。今後も、広域連合では、サービ

ス提供事業所への集団指導を通じ、高齢者への虐待防止を指導するとともに、虐待事象の発生

に対しては、広域連合と二市が連携し、早期に対応する必要があります。また、二市における

虐待防止に関するネットワークの構築を図り、早期発見に努める必要があります。 

一方、権利擁護を推進するため、二市では、制度の啓発や成年後見制度市長申立による法人

後見を行っています。今後も、成年後見制度や権利擁護に関する情報提供を行うとともに、関

係機関との連携を強化し、必要な支援を行う必要があります。 
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  表 2-1 虐待対応状況及び家族介護者に対する支援の状況 

 平成 24年度 平成 25年度 

家族等による虐待件数 
鈴鹿市 11件 22件 

亀山市 7件 12件 

介護保険施設での虐待件数 
鈴鹿市 1件 0件 

亀山市 1件 1件 

「介護者のつどい」開催回数 
鈴鹿圏域包括 5回 4回 

亀山包括 5回 3回 

資料：虐待件数は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

に基づく対応状況等に関する調査」による 

  表 2-2 成年後見制度市長申立の状況 

 平成 24年度 平成 25年度 

成年後見制度市長申立件数 
鈴鹿市 2件 2件 

亀山市 0件 2件 

 

 

【取り組みの方向と事業ロードマップ】 

(1) 虐待の早期発見・早期対応 

地域ぐるみで早期発見が図られるよう、二市において関係機関との連携体制を構築します。

虐待が発生した際には、それぞれの市と担当の地域包括支援センターとが連携し、関係機関と

の調整を図った上で、保護と支援にあたります。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

虐待防止事業 

 

虐待防止のためのネットワークの

構築 
    鈴鹿市 

亀山市 

包括 
虐待を受けた高齢者の保護(措置

入所等)及び支援 
    

※「包括」は地域包括支援センターの略（以下同様） 
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(2) 家族介護者に対する支援 

家族介護者へ介護に関する情報提供や相談を行い、介護家族の負担軽減を図り、虐待の未然

防止に努めます。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

家族介護支援

事業 
介護者のつどいの開催     鈴鹿市 

亀山市 

包括 介護者への相談･支援の充実     

 

【事業量の見込み】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

介護者のつどいの開催回数    

 鈴 鹿 市 （回／年） 4  4  4  

 亀 山 市 （回／年） 4  4  4  

 

(3) 権利擁護の推進 

成年後見制度や権利擁護に関する情報提供を行うとともに、社会福祉協議会、日常生活自立

支援センター、鈴鹿亀山消費生活センター、鈴鹿市後見サポートセンター「みらい」など関連

機関と連携しながら、必要な人への支援を行います。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

日常生活自立

支援事業 

金銭管理、サービスの利用にかか

る支援等の権利擁護の実施 
    

鈴鹿市社協 

亀山市社協 

成年後見制度

利用支援事業 
成年後見制度の申立などへの支援     

鈴鹿市 

亀山市 

※「社協」は社会福祉協議会の略（以下同様） 
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２ 総合相談と情報提供の充実 

【現状と課題】 

平成 18 年以降、5 つの地域包括支援センターは高齢者等への情報提供と相談の窓口となっ

ています。 

広域連合では、地域包括支援センター設置以降、順次、職員の増員を行っており、第 5期に

おいても、さらに 1名の増員により体制を強化するとともに、包括三職種ワーキング会議の定

期開催により、情報の共有や資質向上に努めました。 

鈴鹿市では、広報記事での相談窓口紹介や、地区民生委員会等において地域包括支援センタ

ー職員による講座等を実施し、相談窓口の周知を行いました。 

亀山市では、各在宅介護支援センターによる高齢者訪問の中で相談の受付や情報提供を行い

ました。 

また、各地域包括支援センターでは、住民や関係機関に対し、地域包括支援センターの認知

度を向上させるため、「地域包括支援センターだより」を発行するとともに、ショッピングセン

ターなどでの出張相談を開催しています。 

今後も、地域包括支援センターの認知度を高めるとともに、地域包括支援センターを中心と

して、民生委員・児童委員、介護支援専門員、在宅介護支援センターなどとの連携を強化し、

地域特有のネットワーク資源の把握に努める必要があります。 

困難事例については、鈴鹿市では、各地域包括支援センターが個別のケース会議において関

係者との連携により、課題の解消に取り組んでいます。 

亀山市では、地域包括支援センター職員と在宅介護支援センター職員との定期連絡会議を月

1 回開催し、それぞれの支援状況を確認するとともに、医療機関や社会福祉協議会などの関係

機関、ケアマネジャー、地域代表者等との協議を行っています。 

ケアマネジャーへの支援を充実するため、広域連合では、ケアマネジャーの組織団体が開催

する各種会合に出席するなど、保険者としての情報提供、収集を行い、連携を密に保つととも

に、ケアプラン点検を通じ、ケアプラン作成技能の向上を支援しました。 

今後も、広域連合及び地域包括支援センターがケアマネジャーとの連携関係をより密にする

とともに、ケアマネジャーの技能向上支援を行うことが求められます。 
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  表 2-3 包括三職種ワーキング会議開催状況 

 平成 24年度 平成 25年度 

包括三職種ワーキン
グ会議開催回数 

主任ケアマネジャー 6回 12回 

社会福祉士 9回 12回 

保健師/看護師 5回 12回 

  表 2-4 広報活動の実施状況 

 平成 24年度 平成 25年度 

「地域包括支援センターだよ
り」の発行 

鈴鹿市 4回 3回 

亀山市 2回 1回 

「各包括支援センターだより」
の発行 

西部包括 6回 13回 

中部包括 12回 6回 

南部包括 12回 12回 

北部包括 4回 4回 

ショッピングセンターなどでの出張相談窓口
(いきいき倶楽部)開催回数 

24回 24回 
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【取り組みの方向と事業ロードマップ】 

(1) 地域ケア会議の開催 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各圏域の関係機関が意識、課題を共有し、協働して

取り組みを進めるとともに、その課題を政策につなげるための組織として地域ケア会議を設置

します。 

4つの日常生活圏域を抱える鈴鹿市では、「個別会議」、「圏域会議」及び市レベルの「推進会

議」の 3層により地域ケア会議を開催します。一方、1圏域である亀山市においては、テーマ

別に会議を開催し、市レベルの会議との 2層により地域ケア会議を開催します。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

地域ケア会議

開催事業 
地域ケア会議の開催     

鈴鹿市 

亀山市 

包括 
 

【事業量の見込み】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

市レベル会議の開催回数 

 鈴 鹿 市 （回／年） 1 1 1 

 亀 山 市 （回／年） 1 1 1 

日常生活圏域レベル会議の開催回数 

 鈴 鹿 市 （回／年） 12 24 24 

 亀 山 市 （回／年） （市レベル会議に含む） 

個別レベル会議の開催回数 

 鈴 鹿 市 （回／年） （随時開催） 

 亀 山 市 （回／年） （随時開催） 
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図 2-5 地域ケア会議のイメージ（鈴鹿市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 地域ケア会議のイメージ（亀山市） 
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(2) 地域包括支援センターの体制強化 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域包括支援センターに求められる機能の強化を図

るため、必要な人員を配置し、専門機関等との連携の強化を図ります。あわせて、地域包括支

援センターの効果的な運営を図るため、点検・評価を実施します。 

また、地域住民や関係機関に対し、地域包括ケアシステムの中核となる地域包括支援センタ

ーの認知度を向上させるべく、広報活動を充実させます。 

さらに、地域包括支援センターが効率的に運営できるよう、圏域の見直しも含めて、連携体

制及び基幹型や機能強化型といった機能分担についての検討を進めます。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

地域包括支援

センター運営

事業 

地域包括支援センターの役割（包

括的支援事業）についての検討 
    

鈴鹿市 

亀山市 

広域連合 

事業にかかる必要人員の配置     

地域包括支援センターの運営に対

する評価 
    

広報活動の充実     

地域包括支援センターのあり方

（圏域の見直し、連携体制や機能

分担）の検討 

    

地域包括支援センターの機能再編     
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(3) 個々のケースに応じた相談・支援の充実 

各地域包括支援センターをはじめとする窓口において受け付けた相談に対し、地域包括支援

センターの専門三職種が連携し、民生委員・児童委員、ケアマネジャー等の関係機関と対応を

協議しながら、広域連合、二市とともに解決できるよう、連携強化を図ります。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

総合相談事業 窓口における相談体制の充実     鈴鹿市 

亀山市 

包括 

広域連合 

困難事例におけるケース検討     

関係機関との連携強化     

【事業量の見込み】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

包括三職種ワーキング会議（主任ケアマネジャー）の開催回数 

 鈴 鹿 市 （回／年） 
12 12 12 

 亀 山 市 （回／年） 

包括三職種ワーキング会議（社会福祉士）の開催回数 

 鈴 鹿 市 （回／年） 
12 12 12 

 亀 山 市 （回／年） 

包括三職種ワーキング会議（保健師/看護師）の開催回数 

 鈴 鹿 市 （回／年） 
12 12 12 

 亀 山 市 （回／年） 

 

 

(4) ケアマネジャーへの支援の充実 

ケアマネジャーの知識及び技能の向上を図り、要支援・要介護高齢者や介護家族への適切な

サービスにつなげるため、さまざまな方法で支援していきます。 

地域包括支援センターがケース会議や事例検討会を通じてケアマネジャーへの助言や支援

を行うとともに、情報共有が図られるよう、地域包括支援センターを中心としたネットワーク

を強化していきます。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

ケアマネジャ

ー支援事業 
ケアマネジャーへの個別支援    

 広域連合 

包括 

研修及び事例検討会の開催     包括 
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３ 介護予防の推進 

【現状と課題】 

認知症や寝たきりといった要介護の状態は、年齢が上がるにつれてそのおそれが高まります

が、効果的に介護予防活動に取り組むことで、できる限り長く、健康で自立的な生活を送るこ

とが可能になります。 

介護予防事業については、二市において、要介護状態となるおそれの高い高齢者を対象とし

た二次予防事業や高齢者全般を対象とした一次予防事業が各種実施されています。 

広域連合では、高齢者の方ご自身の状態に応じた適切な介護予防をサポートできるよう、い

きいき度チェック（基本チェックリスト）の実施などを通じて、二市における介護予防事業を

周知するとともに、介護予防にかかわる知識の普及と意識啓発を行ってきました。 

鈴鹿市では、老人クラブやスポーツクラブへも介護予防教室の開催を委託するなど、身近な

場所での介護予防事業を展開するとともに、広報紙に「介護予防事業のご案内」を折り込み配

布し、広く啓発しています。また、第 1期スクエアステップリーダー養成講座を開催するとと

もに、スクエアステップリーダーが各地区で自主的に教室開催するにあたっての支援を行って

います。 

亀山市では、おたっしゃチェックの開催や在宅介護支援センター等の訪問活動において、状

態に応じた適切な支援を行うとともに、「介護予防のてびき」と「体操で健康カレンダー」の全

戸配布や、これらを活用した講座開催により、介護予防として運動の大切さを啓発しています。

また、自主的な介護予防活動への支援として、コミュニティセンター等において、しゃきしゃ

き体操教室（転倒予防教室）を開催し、しゃきしゃき体操教室ＯＢ会に対し支援を行っていま

す。 

地域包括支援センターにおいても、地域に出向いた出前講座を開催し、介護予防に対する意

識啓発を働きかけています。 

今後も、総合事業における一般介護予防事業として、出前講座や出張相談を継続して実施し

ていくとともに、新たな啓発方法を検討するなど、介護予防の知識の普及と意識啓発に努め、

あわせて、各地区での自主的で継続した活動が行えるような支援体制と環境を整備する必要が

あります。また、閉じこもり状態にある方を少しでも教室参加に結びつけ、地域社会とのつな

がりが持てるような効果的なアプローチ方法を検討していく必要があります。 

  



第 2章 各  論 

33 

  表 2-7 介護予防活動の状況 

 平成 24年度 平成 25年度 

鈴鹿市 

食生活改善推進委員 
養成講座 

開催回数 ── 6回 

延べ人数 ── 144人 

スクエアステップリーダー
養成講座 

開催回数 ── 6回 

延べ人数 ── 115人 

スクエアステップリーダー
活動支援 

支援回数 ── 3回 

延べ人数 ── 26人 

亀山市 

しゃきしゃき体操教室(転倒
予防教室) 

開催回数 10回 8回 

延べ人数 204人 141人 

しゃきしゃき体操教室ＯＢ
会支援 

団 体 数  4団体 4団体 

支援回数 7回 4回 

延べ人数 117人 66人 

表 2-8 通所型介護予防事業の状況 

 平成 24年度 平成 25年度 

鈴鹿市 

運動教室 
開催回数 332回 378回 

実人数 259人 288人 

口腔栄養教室 
開催回数 36回 36回 

実人数 83人 90人 

亀山市 

運動教室 
開催回数 93回 84回 

実人数 47人 31人 

栄養教室 
開催回数 11回 0回 

実人数 3人 0人 

口腔教室 
開催回数 7回 8回 

実人数 3人 3人 

表 2-9 介護予防事業実績 

 平成 24年度 平成 25年度 

二次予防事業対象者数 
鈴鹿市 

7,049人 4,632人 
亀山市 

通所型介護予防事業利用人数 
鈴鹿市 342人 378人 

亀山市 53人 34人 

訪問型介護予防事業利用人数 
鈴鹿市 0人 1人 

亀山市 0人 0人 
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【取り組みの方向と事業ロードマップ】 

(1) 一般介護予防事業の推進 

平成 27、28年度についてはこれまで実施してきた一次予防事業を継続し、平成 29年度から

はすべての高齢者に対する介護予防事業として、一般介護予防事業を実施します。 

一般介護予防事業の開始までに、これまでの一次予防事業を検証し、新たな事業の効果的な

実施方法を検討するとともに、地域で介護予防活動に取り組むリーダーや推進組織の育成と支

援を行い、住民主体の介護予防活動の展開を促します。 

また、新たにリハビリテーション職員を通所、訪問等の各事業や住民主体の通いの場などに

派遣し、介護予防事業の効果を高めます。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

介護予防把握

事業 

地域包括支援センター等における

基本チェックリストの活用継続 
    

鈴鹿市 

亀山市 

包括 

新たな把握方法と情報収集・共有

方法の検討 
    

新たな方法の導入（総合事業への

移行） 
    

介護予防普及

啓発事業 

既存の事業（一次予防事業）の継続     
鈴鹿市 

亀山市 

包括 

新たな実施方法の検討     

新たな方法の導入（総合事業への

移行） 
    

地域介護予防

活動支援事業 

既存の事業（一次予防事業）の継続     

鈴鹿市 

亀山市 

介護予防活動に取り組むリーダー

や推進組織の育成・支援 
    

新たな実施方法の検討     

新たな方法の導入（総合事業への

移行） 
    

一般介護予防

事業評価事業 

事業評価手法の検討     

鈴鹿市 

亀山市 

事業評価の導入（総合事業への移

行） 
    

次期事業計画への反映     

地域リハビリ

テーション活

動支援事業 

事業内容や手法の検討     鈴鹿市 

亀山市 総合事業の開始     
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【事業量の見込み】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

介護予防普及啓発事業の参加者数（延べ人数） 

 鈴 鹿 市 （人／年） 15,400 16,000 16,600 

 亀 山 市 （人／年） 3,780 3,800 3,850 

地域介護予防活動支援事業の参加者数（延べ人数） 

 鈴 鹿 市 （人／年） 210 220 230 

 亀 山 市 （人／年） 25 25 25 

 

図 2-10 新しい介護予防事業のイメージ（厚生労働省資料） 

 

 

  

現行の介護予防事業

一次予防事業

・介護予防普及啓発事業

・地域介護予防活動支援事業

・一次予防事業評価事業

二次予防事業

・二次予防事業対象者の

把握事業

・通所型介護予防事業

・訪問型介護予防事業

・二次予防事業評価事業

一般介護予防事業

一次予防事業と
二次予防事業を
区別せずに、地域
の実情に応じた
効果的・効率的な
介護予防の取組を
推進する観点から
見直す

介護予防を機能
強化する観点か
ら新事業を追加

介護予防・生活支援サービス事業

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する
介護予防については、 介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施

・介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこも
り等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつ
なげる。

・介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発を行う。

・地域介護予防活動支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

・一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を
行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

・ （新）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、通所、
訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通い
の場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。
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４ 生活支援サービスの充実 

【現状と課題】 

総合事業の実施により、従来介護予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護)として実

施されていたサービス及び介護予防事業のうち二次予防事業が、地域支援事業の中で、介護予

防・生活支援サービス事業として位置づけられます。これまでの事業の評価も踏まえつつ、地

域の社会資源を活用した新たな担い手を発掘、育成していくためにも、民生委員・児童委員、

ボランティア団体等をはじめ地域住民へのＰＲを行い、ＮＰＯ、民間企業、ボランティア、社

会福祉法人など、地域資源を活かしたサービス提供体制を整備するとともに、医師会等の関係

機関との連携強化にさらに取り組んでいく必要があります。 

また、高齢者の自立を支援するためのサービスについても、地域支援事業の任意事業として、

継続して実施していくことが求められます。 

表 2-11 高齢者の自立を支援する事業の実施状況 

 平成 24年度 平成 25年度 

鈴鹿市 

介護用品支給事業 実利用人数 1,166人 1,064人 

家族介護支援事業 実利用件数 1件 0件 

徘徊高齢者探索サービス 新規利用人数 6人 2人 

配食サービス 実利用人数 194人 236人 

亀山市 

介護用品支給事業 実利用人数 333人 433人 

家族介護支援事業 実利用人数 0人 0人 

配食サービス 実利用人数 54人 37人 

 

 

【取り組みの方向と事業ロードマップ】 

(1) 介護予防･生活支援サービス事業の推進 

平成 27、28 年度についてはこれまでの介護予防給付（介護予防訪問介護、介護予防通所介

護）及び二次予防事業を継続し、平成 29 年度からはこれらを合わせた介護予防・生活支援サ

ービス事業として、要支援者及び事業対象者に対し実施します。 

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を提供することとし、介護予

防・生活支援サービス事業の開始までに、これまでの介護予防給付状況及び二次予防事業を検

証し、多様な地域資源を活かした新たな事業の効果的な実施方法を検討するとともに、利用者

一人ひとりに合わせてサービスが提供されるようケアマネジメントの充実を図ります。 

また、平成 29 年度からの円滑な事業実施に向けて、基準等を設定した上で、利用者、地域

住民、事業者に対する広報及び説明を行うとともに、事業者の指定や住民組織･ボランティア

団体等への補助決定などを進めます。 
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事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

訪問型サービス 

介護予防訪問

介護サービス 

現行の予防給付によるサービスの

提供 
    

広域連合 
制度移行の説明等     

事業の基準、単価、利用者負担等の

検討、設定 
    

総合事業への移行     

緩和した基準

による訪問型

サービス 

事業の実施方法、基準、単価、利用

者負担等の検討、設定 
    

広域連合 
事業の広報、事業者の募集、選定     

総合事業の開始     

住民主体によ

る訪問型サー

ビス 

補助要綱等の検討、設定     
鈴鹿市 

亀山市 
事業の広報、補助の決定     

総合事業の開始     

訪問型・短期

集中予防サー

ビス 

既存の事業(二次予防事業)の継続     
鈴鹿市 

亀山市 
新たな実施方法の検討     

総合事業への移行     

通所型サービス 

介護予防通所

介護サービス 

現行の予防給付によるサービスの

提供 
    

広域連合 
制度移行の説明等     

事業の基準、単価、利用者負担等の

検討、設定 
    

総合事業への移行     

緩和した基準

による通所型

サービス 

事業の実施方法、基準、単価、利用

者負担等の検討、設定 
    

広域連合 
事業の広報、事業者の募集、選定     

総合事業の開始     

住民主体によ

る通所型サー

ビス 

補助要綱等の検討、設定     
鈴鹿市 

亀山市 
事業の広報、補助の決定     

総合事業の開始     

通所型・短期

集中予防サー

ビス 

既存の事業(二次予防事業)の継続     
鈴鹿市 

亀山市 
新たな実施方法の検討     

総合事業への移行     

その他の生活

支援サービス

（配食、見守

り等） 

事業内容、基準または補助要綱等

の検討、設定 
    

鈴鹿市 

亀山市 事業の広報、事業者の募集等     

総合事業の開始     

介護予防ケア

マネジメント 

既存の事業（介護予防ケアマネジ

メント）の継続 
    

包括 

総合事業への移行     
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図 2-12 介護予防・日常生活支援総合事業の構成（厚生労働省資料） 

 

  

介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新しい
総合事業）

介護予防・生活
支援サービス
事業

一般介護予防事業

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

・第１号被保険者の全ての者

・その支援のための活動に関
わる者

（従来の要支援者）

・要支援認定を受け
た者（要支援者）

・基本チェックリスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
対象事業者）

・現行の訪問
介護相当

・多様な
サービス

・現行の通所
介護相当

・多様な
サービス

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

①介護予防把握事業

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

①訪問介護

③訪問型サービスB（住民主体による支援）

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスD（移動支援）

①通所介護

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）

③通所型サービスB（住民主体による支援）

④通所型サービスC（短期集中予防サービス）

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる
自立支援に資する生活支援（訪問型サービ
ス・通所型サービスの一体的提供等）

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を
踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。
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(2) 生活支援サービスの提供基盤の整備 

住民組織・ボランティア団体等によって提供される生活支援サービスによって要支援者等を

支えられるよう、二市の社会福祉協議会との連携のもとで、地域組織間の連携・調整を行う協

議体及び生活支援コーディネーターを設置します。また、協議体及び生活支援コーディネータ

ーによって、ニーズに合った活動の促進やサービスの開発につなげるとともに、組織間の連携

などを促します。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

生活支援サー

ビス・コーデ

ィネート事業 

生活支援にかかるニーズ及び資源の把握     

鈴鹿市 

亀山市 

生活支援に関する検討会の開催、方針の決定     

生活支援にかかる協議体の設置     

協議体による情報共有、連携強化     

生活支援コーディネーターの選出     

生活支援コーディネーターの配置     

総合事業の開始     

生活支援の担

い手育成事業 

住民主体の生活支援活動の促進     

鈴鹿市 

亀山市 

ＮＰＯ・ボランティア組織等の掘

り起こし、育成 

    

ボランティアポイント制の検討     

 

(3) 高齢者の自立を支援するサービスの提供 

高齢者の自立生活を支えるため、おむつの支給等のサービスについて、地域支援事業の任意

事業の中で、従来の事業を見直しつつ継続して実施します。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

高齢者の自立

を支援する事

業 

介護用品支給事業     

鈴鹿市 

亀山市 

家族介護支援事業     

徘徊高齢者探索サービス     

配食サービス     
 

【事業量の見込み】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

介護用品支給事業の実利用者数 

 鈴 鹿 市 （人／年） 600 650 700 

 亀 山 市 （人／年） 650 700 750 

家族介護支援事業の実利用者数 

 鈴 鹿 市 （人／年） 1 1 1 

 亀 山 市 （人／年） 1 1 1 

徘徊高齢者探索サービスの実利用者数 

 鈴 鹿 市 （人／年） 10 10 10 
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５ 在宅療養生活の支援 

【現状と課題】 

高齢者の中でも 75 歳以上の増加が見込まれる中で、医療のニーズの高い人が増えることが

予想され、医療と介護は今まで以上に連携を強化することが必要となっています。しかし、入

院のできる病院のベッド数には限界があり、こうした病院は急性期の患者の治療を担う役割が

求められることから、長期療養する人をいかに在宅で診療し、介護していくかが大きな課題と

なっています。 

鈴鹿市では、鈴鹿市医師会が中心となり、医療・介護・福祉等の関連職種が連携する鈴鹿市

地域包括在宅医療ケアシステム運営会議が開催されています。このケアシステム運営会議は、

症例検討会や関係者の研修会により医療・介護資源や課題の把握など多職種が情報の共有化や

スキルアップを目的に開催しています。 

亀山市では、亀山市独自の在宅医療の連携システムを構築し、亀山市在宅医療連携会議を月

1回開催する中で、在宅医療の実践に向けた取り組みを進めています。医師会、医療センター、

歯科医師会、薬剤師会のほか各専門職の代表者が在宅医療連携会議に出席し、話し合いを重ね

る中で、それぞれの役割認識を図っています。 

今後も引き続き、困難事例や課題などの情報共有のための協議を行うとともに、ケースに応

じた多職種の連携を進めるための体制整備と研修等を通じた啓発などが必要です。また、地域

包括ケアを構築するため、医療・介護の連携を通じて在宅医療の実践につなげていくことが必

要です。 

 

 

【取り組みの方向と事業ロードマップ】 

(1) 在宅医療･介護連携にかかる関係機関の連携強化 

地域の資源を活かして在宅療養生活を支援していくため、地域の医療・介護資源や課題の把

握を行うとともに、鈴鹿市における地域包括在宅医療ケアシステム運営会議、及び亀山市にお

ける在宅医療連携会議を活用し、多職種が情報を共有するためのしくみづくりを推進します。 

 

(2) 在宅医療に関する相談体制の構築 

二市の在宅医療･介護連携組織の連携のもと、地域の医療・介護関係者等に対して、在宅医

療・介護サービスに関する相談受付や連絡調整、情報提供を行う在宅医療・介護連携支援セン

ター（仮称）を設置します。 
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(3) 在宅医療･介護の推進体制の構築 

二市の在宅医療・介護連携組織が主体となった関係者の研修を行い、医療職、介護職相互の

知識の向上と理解を促し、在宅医療・介護サービスの提供体制を強化します。 

また、切れ目なく在宅医療・介護サービスが一体的に提供されるよう、利用者等の急変時の

連絡体制を含めた 24 時間 365 日の在宅医療・介護サービス提供体制を構築し、在宅医療への

ニーズを見極めながら、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護な

どの充実を進め、必要なサービスの提供を促します。 

 

(4) 地域住民の意識啓発 

在宅療養生活や看取りに関する正しい知識の普及を図るため、講演会開催やパンフレットの

作成・配布等により、地域住民に対する意識啓発活動を進めます。 

 

(5) 関係市町間の連携 

二次医療圏内にある市町間のみならず隣接する市町との連携を強化し、県・保健所の支援の

下、在宅医療・介護サービスが一体的に提供されるよう状況共有の方法等を含む医療・介護連

携の取り組みの充実を図ります。 

 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

在宅医療・介護連携推進事業 

資源･課題･情

報の共有 
地域の医療・介護の資源の把握     

鈴鹿市 

亀山市 

在宅医療・介護連携の課題の抽出

と対応策の検討 
    

医療・介護関係者の情報共有の支

援 
    

相談･支援体

制の整備 

在宅医療・介護連携に関する相談

支援 
    

鈴鹿市 

亀山市 

推進体制の整

備 

医療・介護関係者の研修     
鈴鹿市 

亀山市 
切れ目のない在宅医療と介護の提

供体制の構築推進 
    

住民意識の啓

発 
地域住民への普及啓発     

鈴鹿市 

亀山市 

広域的な連携 在宅医療・介護連携に関する関係

市町の連携 
    

鈴鹿市 

亀山市 
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６ 認知症施策の推進 

【現状と課題】 

高齢者数の増加に伴い、認知症高齢者が増加しており、その数は全国で 400万人に上るとい

われます。近年の医療の発達により、認知症を初期に発見すれば、その進行を大幅に遅らせら

れることが、わかってきています。しかし、まだまだ認知症への理解は進んでいるとはいえず、

正しい知識や理解を普及していくことが急務です。 

認知症サポーターを養成するため、二市において、認知症サポーター養成講座を開催してい

ます。 

鈴鹿市では、キッズサポーター養成講座を一部の小学校で開催し、全市的な開催に向けて小

学校や校長会に働きかけるなどの準備を行っています。また、認知症高齢者を見守る体制を整

備するため、社会福祉協議会に委託して実施する鈴鹿市徘徊高齢者のための安心ネットワーク

を活用して、徘徊高齢者の発見体制づくりを行っています。 

亀山市では、広報やパンフレット等による認知症理解の促進に努めています。また、高齢者

を見守るしくみづくりの中で、民間事業者における認知症高齢者の徘徊や異変発見時の連携体

制づくりの準備を進めるとともに、医師会の認知症サポート医との共催による認知症講演会を

開催しています。 

今後も、認知症サポーター養成講座を継続して開催するとともに、あらゆる機会を利用して、

幅広い年齢層に対して認知症理解の促進に努める必要があります。さらに、認知症の人を含め

た高齢者を見守るしくみとして、地域における環境や体制整備に努めるとともに、民間事業者

と連携した取り組みを進める必要があります。また、認知症初期集中支援チームなどの体制整

備に向けて、医師会との協力体制の構築に努める必要があります。 

  表 2-13 認知症サポーター養成講座開催状況 

 平成 24年度 平成 25年度 
サポーター数

累計 

認知症サポーター養成講座開
催回数 

鈴鹿市 13回 19回 2,161人 

亀山市 3回 8回 1,095人 
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【取り組みの方向と事業ロードマップ】 

(1) 認知症サポーターの養成と認知症理解の促進 

認知症に対する地域での理解を促すため、引き続き、住民各層への認知症サポーターの養成

を進めるとともに、認知症キャラバンメイトなどによる認知症理解のための活動を支援します。 

また、認知症ケアパスの内容の充実を図ることにより、認知症理解と認知症予防、認知症高

齢者の支援のための取り組みへの活用を促します。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

認知症サポー

ター養成事業 
認知症サポーターの育成     

鈴鹿市 

亀山市 

認知症にかか

る啓発事業 

認知症キャラバンメイトなどの活

動支援 
    

鈴鹿市 

亀山市 

認知症ケアパ

ス作成・普及

事業 

認知症ケアパスの更新     鈴鹿市 

亀山市 認知症ケアパスの普及     
 

【事業量の見込み】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

認知症サポーター数（新規の養成人数） 

 鈴 鹿 市 （人／年） 3,000 3,500 4,000 

 亀 山 市 （人／年） 120 180 200 

 

(2) 認知症の早期発見、初期支援体制の整備 

認知症の進行を予防し、効果的な支援を行うためには、認知症を早期に発見し、初期段階で

支援することが有効であることから、早期発見のための手法の導入を検討するとともに、医師

会の協力を得ながら認知症初期集中支援チームを設置し、認知症高齢者への訪問、アセスメン

ト、及び家族支援を集中的に行います。 

あわせて、認知症地域支援推進員を配置し、地域の専門医や認知症疾患医療センター、認知

症初期集中支援チームなどとの連携により、認知症高齢者への適切なサービス、支援の提供を

図ります。 

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員については、地域包括支援センターと医

師会等の関係機関との多職種による協議を進め、体制が整い次第、順次、設置・配置を進めて

いきます。 
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事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

認知症初期集

中支援チーム

設置事業 

検討委員会の開催     
鈴鹿市 

亀山市 
設置先の検討・決定     

初期集中支援チームの運用     

認知症地域支

援推進員配置

事業 

認知症地域支援推進員研修の受講     
鈴鹿市 

亀山市 
配置先の検討・決定     

地域支援推進員活動の推進     

 

(3) 認知症高齢者への見守り・支援の促進 

認知症高齢者などを見守り、徘徊者を発見できるよう、地域の協力機関の拡充を図り、見守

りのためのネットワークを強化します。 

また、認知症高齢者や家族が地域の中で交流し、介護の負担の軽減が図れるよう、集いの場

である認知症カフェ（仮称）等の設置を検討します。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

徘徊高齢者対

応ネットワー

ク事業 

協力機関の拡充、ネットワークの

強化 
    鈴鹿市 

亀山市 
徘徊高齢者探索サービス（再掲）     

認知症高齢者

の集いの場づ

くり事業 

認知症高齢者介護者の集いの開催     

鈴鹿市 

亀山市 

家族介護教室の開催     

認知症カフェ(仮称)の検討     

認知症カフェ(仮称)の開催支援     
 

【事業量の見込み】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

認知症カフェの設置数 

 鈴 鹿 市 （箇所） 0 2 2 

 亀 山 市 （箇所） 2 6 10 
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７ 住まいの確保 

【現状と課題】 

鈴鹿亀山地区においては、「高齢者介護に関する調査」結果からもわかるように持ち家率が

高く、住宅の量的な不足の状況にはありません。しかし、家族形態が変化し、高齢者のひとり

暮らしや高齢者のみの世帯が増える中で、求められる住まいのニーズも変化してきています。 

特別養護老人ホームなどの介護保険施設には常に待機者がいる状況ですが、すぐには介護サ

ービスを必要としないものの、将来を見据えて、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住

宅への入居を希望する人も増えています。一方で、こうした居住系サービスは、一定の基準を

満たせば整備できることから、介護を受けるという視点では、さらに質の向上が図られる必要

があります。 

 

 

【取り組みの方向と事業ロードマップ】 

(1) 適切な居住系サービスの量と質の確保 

サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなどの居住系サービスについて、生活の利便

性の高い市街地への誘導を図ります。 
 

事業名 事業内容 
第 6期 第 7期 

実施主体 
平 27 平 28 平 29 平 30以降 

サービス付き

高齢者向け住

宅、有料老人

ホーム等の規

制･誘導 

開発制限の実施     
鈴鹿市 

亀山市 施設の適切な管理･運営への働き

かけ 
    

 

  


