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は じ め に 

 

 

 平成１２年に介護を必要とする高齢者を社会全体で支

える仕組みとして、介護保険制度が創設され、以来２０

年以上が経過し、介護保険制度は高齢者やその家族の支

えとなっています。 

 さて、我が国では高齢化が急速に進み、高齢化率は

28.4%となっており、本市においてはさらに高齢化が進

み、令和 3 年 1 月現在 33.9％となっております。 

 こうした中、国では高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援

が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指しています。本市においても、

第２次山梨市まちづくり総合計画の長期ビジョンに掲げる「おなかのなかから一生涯安

心の山梨市」を実現するため、自助・共助・公助による山梨市版地域包括ケアシステム

の構築を目指し、「山梨市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定いたしま

した。 

 計画の策定にあたっては、「在宅介護実態調査」及び「介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査」に多くの市民の皆様にご協力いただきました。 

また「山梨市高齢者福祉計画・第 8 期介護保険事業計画策定懇話会」の委員の皆様に

も、貴重なご助言を賜りましたことに厚くお礼を申し上げます。 

 今後も、高齢者が尊重され、住み慣れた地域で生きがいとやりがいをもって、自立し

た生活が送れるまちづくりを目指してまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

令和 3 年 3 月 

 

山梨市長 高 木 晴 雄     
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

（１）計画策定の背景 

令和 2年 10月 1日現在、我が国の人口は約 1億 2588万人、総人口に占める

65歳以上の高齢者の割合は 28.7％（いずれも総務省統計局の推計（概算値））と

なり、本市においても、65歳以上の高齢者は、令和 2年 10月 1日現在、11,559

人、高齢化率は 33.2％であり、国以上に高齢化が進んでいます。 

令和元年版高齢社会白書 1によると、今後も高齢者は増加し、「団塊の世代（昭

和 22年～昭和 24年生まれの世代）」が 75歳以上の後期高齢者となる令和 7（2025）

年には 65歳以上の高齢者人口は 3,677万人に達し、令和 24（2042）年には 3,935

万人でピークを迎え、その後は減少に転じると推計されています。一方、令和 7

（2025）年以降、現役世代（15歳～64歳）の人口は急減する見込みであり、「高

齢者の急増」から「現役世代の急減」という新たな局面に移行していきます。 

このような状況から、今後、介護ニーズや介護にかかる費用の大幅な増加が予

想されるなど、新たな局面における課題に対応する施策を講じる必要があります。 

 

 

（２）計画策定の意義 

新たな局面における課題に対応し、高齢者福祉施策及び介護保険施策を展開し

ていくためには、保健・医療・福祉が介護と一体となって、健康づくりや生きが

いづくり、生活環境の整備などを推進していくことが重要となります。 

「山梨市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」は、山梨市における高齢者の状

況や地域の実情を的確に踏まえた上で、必要な施策を計画的かつ着実に推進して

いくための重要な指針となるべきものであります。また、「団塊の世代」が 75歳

以上となる令和 7（2025）年、「団塊ジュニア世代」の多くが高齢者となる令和 22

（2040）年を見据え、介護サービスの充実、高齢者を支える地域づくりを進める

「山梨市高齢者いきいき安心プラン」として市が目指すべき施策の方向を明らか

にするために策定するものです。 

 

 
1 高齢社会白書:高齢社会対策基本法に基づき、平成 8年から毎年政府が国会に提出している年次報告書であり、高

齢化の状況や政府が講じた高齢社会対策の実施の状況。また、高齢化の状況を考慮して講じようとする施策につい

て明らかにしているもの。 
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２ 計画の法的位置づけ 

高齢者福祉計画は、老人福祉法 2（第 20条の 8）、介護保険事業計画は、介護保

険法（第 117条）の規定に基づくものです。「高齢者福祉計画」及び「介護保険事

業計画」は、地域における高齢者全般に係る福祉サービス、介護サービスを総合的

に、また、計画的に推進するため一体的に策定することとし、「高齢者全般にわたる

総合的な計画」という位置づけになります。 

また、計画の策定にあたっては、本市及び県や国の関係諸計画との連携・整合性

を図ります。 

 

老人福祉法第 20条の８第１項 

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。 

 

介護保険法第 117条第１項 

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。 

 

 

■図 計画の体系図 

 

 
 

 
2 老人福祉法：老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安

定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的として制定された法律。社会福祉六法の一つ。 
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３ 計画の期間 

「山梨市高齢者福祉計画・第 8期介護保険事業計画（以下「第 8期計画」という）」

の計画期間は、令和 3年度から令和 5年度までの 3年間です。 

 

 

 

 

４ 計画の策定体制 

計画の策定にあたっては、高齢者の意見を反映させるため、要介護の認定を受け

ている利用者を対象とした「要介護者実態調査」、及び要支援 1、2の認定者・総合

事業利用者 448 人とサービス未利用者のうちの 1,200 人を対象とした「日常生活

圏域ニーズ調査」を実施しました。 

また、庁内関係各課で構成される「庁内検討会議」において市の各種計画との連

携、調整を図るとともに、学識経験者、保健・医療・福祉関係機関、団体、サービ

ス事業者及び市民等の代表者からなる「山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計

画策定懇話会」を開催し協議しました。 

このほか、「山梨市高齢者福祉計画・第 8 期介護保険事業計画」の原案に対し、

山梨市民意見提出制度実施要綱 3に基づき、市民の皆さんからのご意見等（パブリ

ックコメント）を募集しました。 

 

 
3 山梨市民意見提出制度実施要綱：市民協働のまちづくりをより一層進めるため市政への意見提案手続きを制定し
た。市の重要な施策、例えば計画などを策定していく中でその計画などの素案を公表し広く市民に意見や情報を求

め、提出された意見などを考慮して決定していくもの。意見などに対しても、市の考え方を公表している。 
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５ 介護保険制度にかかる法改正 

（１）地域共生社会の実現のための社会福祉法 4等の一部を改正する法律 

地域共生社会の実現に向けて、地域の特性に応じ、複雑化・複合化する支援ニー

ズに対応する市町村の支援体制を構築することなどを目的とした法改正が行われ

ています。 

 

○主な改正内容 
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 

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 

③医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

④介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

⑤社会福祉連携推進法人制度 5の創設 

 

地域共生社会とは、高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野ご

との『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我

が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一

人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。 

 

６ 第８期介護保険事業計画策定における基本指針 

（１）基本指針の位置付け  

介護保険法第 116条において、厚生労働大臣は、医療介護総合確保推進法の規

定に基づき、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、基本指

針において以下の事項について定めることとされています。  

○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  

○市町村介護保険事業計画において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市町村介護保険事業計画及

び都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項  

○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 

 

 
4 社会福祉法：福祉サービスの利用者の利益の保護、地域における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の

公明適切な実施の確保、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目

的とした法律。 
5 社会福祉連携推進法人制度：社会福祉法人の経営基盤の強化を図るとともに福祉ニーズに対応することが求めら
れてきており、既存の「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」「合併、事業譲渡」「社会福祉法人の新設」に加

えて新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会福祉連携推進法人」を創

設した。 
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（２）基本指針により市町村介護保険事業計画において充実を求められる事項 

①令和 7(2025)年・令和 22(2040)年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

②地域共生社会の実現に向けた考え方や取組 

③地域支援事業等の効果的な実施等、介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

④有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連

携の強化 

⑤普及啓発の取組やチームオレンジ 6の設置及び「通いの場 7」の拡充等、認知症

施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

⑥地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

⑦災害や感染症対策に係る体制整備や備えの重要性 

 

 

出典：厚生労働省作成資料 

 
6 チームオレンジ：認知症に対する正しい知識と理解をもって地域や職域で認知症の人や家族を手助けする認知症

サポーターの養成を進めるとともに、生活の中で認知症の人と関わることの多い小売業・金融機関・公共交通機関

従業員向けの養成講座の拡大、高齢者理解の推進、地域包括支援センターや認知症疾患医療センターの周知の強化

に取り組むシステム。 
7 通いの場：認知症予防に資する可能性のある活動の推進の場。 
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第２章 高齢者人口、介護サービス等の状況 

１ 人口 

（１）高齢者人口等の推移 

総人口は、住民基本台帳によると、令和 2年 10月 1日現在では 34,296人で、

平成 28年の 35,907人と比較すると、この 4年間で 1,611人（4.5％）の減少と

なっています。一方、65 歳以上の高齢者人口では、平成 28 年の 11,226 人に対

し令和 2年では 11,559人となり、333人（3.0％）の増加となっています。 

こうしたことから、高齢化率は平成 28年の 31.3％から、令和 2年では 33.7％

となり 4年間で 2.4ポイント増加しています。 

 

■図 総人口、高齢化率の推移 

 
出典：住民基本台帳（10月 1日現在） 

 

4,275 4,163 4,024 3,964 3,861 

20,406 20,068 19,616 19,198 18,876 

11,226 11,305 11,388 11,486 11,559 

35,907 35,536 35,028 34,648 34,296 

31.3 31.8
32.5

33.2 33.7

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年

年少人口(0歳-14歳） 生産年齢人口（15歳-64歳）

高齢者人口（65歳以上） 高齢化率

（人） （％）



9 

 

（２）人口の将来推計 

総人口は、令和2年の34,296人から減少傾向のまま推移し、令和22（2040）年で

は25,279人（26.3％減）と推計されます。 

一方、65歳以上人口は、令和2年の11,559人から令和22（2040）年の10,529人

へと1,030人（8.9％）の減少にとどまるため、高齢化率は8.0ポイント上昇して

41.7％となると推計されます。また高齢化率は全国及び山梨県を上回って推移す

ることが見込まれます。 

 

■図 総人口、高齢化率の将来推計 

 

 
出典：令和 2年度は住民基本台帳（10月 1日現在）、その他の年度は厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

 
 

■図 高齢化率の比較 

 
出典：全国及び山梨県については国勢調査及び高齢社会白書。 

山梨市においては、変化率による推計。 
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２ 要支援・要介護認定者 

（１）要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

要支援・要介護認定者数は、介護保険事業状況報告によると、令和 2年 3月末

時点で 1,882人となっており、平成 25年 3月末の 1,638人と比較すると、244

人増えています。 

認定率（65歳以上の被保険者数に対する要支援・要介護認定者の割合）は平成

30年 3月末をピークに、減少傾向となっており、令和 2年 3月末時点は 16.4％

となっています。なお全国及び山梨県との比較の中では、中位で推移しています。 

 

■図 要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

 
出典：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム   

 

  ■図 認定率の比較 

 
出典：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム   
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（２）要介護度別の要介護者の推移 

要支援・要介護認定者数は、要介護 3について一貫して増加傾向にあります。

そのほかについては、平成 30年 3月以降、減少傾向となっています。 

 

■図 要支援・要介護認定者数の推移 

 
出典：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

 

（３）要介護度別の要介護者の将来推計 

第 1号被保険者における認定者数をみると、令和 5（2023）年度までは横ばい

で推移しますが、令和 7（2025）年度以降、増加に転じると見込まれます。 

介護度別にみると、要介護 3が最も多いまま推移し、令和 22（2040）年度には

約 506人となり、認定者の 23.1％を占めることが見込まれます。 

 

■図 要支援・要介護認定者数の将来推計 
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（４）在宅ひとり暮らし高齢者の状況 

本市の在宅ひとり暮らし高齢者は、年々増加しており、令和 2年には 2,714人

と、全高齢者人口に対して 23.6％を占めています。男女別では、女性が男性の 2

倍程度で推移していますが、男性の占める割合が年々増加しています。 

また、在宅ひとり暮らし高齢者の割合は年々増加しており、平成 31年以降は山

梨県全体よりも高くなっています。 
 

■表 在宅ひとり暮らし高齢者の推移 

 男性（人） 女性（人） 合計（人） 
全高齢者数に 

対する割合（％） 

平成 28年 685 1,453 2,138 19.1 

平成 29年 731 1,557 2,288 20.3 

平成 30年 824 1,727 2,551 22.4 

平成 31年 872 1,777 2,649 23.1 

令和２年 907 1,807 2,714 23.6 

出典：山梨県「高齢者福祉基礎調査」（各年４月１日現在） 

 

 

■表 ひとり暮らし高齢者の山梨県との比較 

単位：人、％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：山梨県「高齢者福祉基礎調査（各年４月１日現在） 

  平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 令和２年 

山梨県 
65歳以上でひとり暮らし 50,180 52,580 55,071 56,300 57,672 

全高齢者人口に対する割合 21.0 21.7 22.5 22.7 23.1 

山梨市 
65歳以上でひとり暮らし 2,138 2,288 2,551 2,649 2,714 

全高齢者人口に対する割合 19.1 20.3 22.4 23.1 23.6 
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３ 介護サービス利用者 

（１）介護サービス受給者数の推移 

介護サービス受給者数は、いずれの介護サービスにおいても増加傾向となって

いましたが、在宅サービス受給者数は、令和元年度に減少に転じています。 

居住系サービス受給者数、施設サービス受給者数においては、平成 26 年度以

降、一貫して増加しており、令和元年度は平成 26 年度と比較して約 2 割程度増

加しています。 

 

    ■図 介護サービス受給者数の推移 
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（２）要介護度別の受給率 

本市においては、施設サービスにおいて国及び山梨県を上回っており、なかで

も要介護 3、要介護 4において受給率が高くなっています。 

 

■図 第 1号被保険者における受給率（在宅サービス）（令和 2年度 4～8月） 

 
 

 

■図 第 1号被保険者における受給率（居住系サービス）（令和 2年度 4～8月） 

 
 

 

■図 第 1号被保険者における受給率（施設サービス）（令和 2年度 4～8月） 
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４ 介護サービス費用額 

（１）介護費用額の推移 

介護費用額については、それぞれのサービスで増加の一途をたどっており、第

1 号被保険者１人１月当たりの介護費用額は、全国及び山梨県を上回って推移し

ています。（介護費用額は、保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人

負担額を含む）の合計額。） 
 

 ■図 介護費用額の推移 

 
 

 

■図 第 1号被保険者１人１月当たりの介護費用額の比較 
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（２）サービス別の給付月額 

施設サービス及び在宅サービスにおいて全国及び山梨県を上回っており、特に

施設サービスでは、全国よりも 3割弱、山梨県よりも 2割弱上回っています。 

 

■図 第 1号被保険者における給付月額（施設サービス）（令和 2年度 4～8月） 

 
 

 

■図 第 1号被保険者における給付月額（在宅サービス）（令和 2年度 4～8月） 
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（３）介護度別の給付月額 

本市においては、要介護 3の要介護者における給付月額が年々上昇しており、

全国及び山梨県と比較しても給付月額が高くなっています。 

  

■図 第 1号被保険者における給付月額の推移（要介護度別） 

 
 

 

■図 第 1号被保険者における給付月額の比較（要介護度別）（令和 2年度 4～8月） 
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５ 日常生活圏域 

本市における日常生活圏域は、1圏域として設定しています。しかし、旧市町村単

位においては、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的状況などの特性がありま

す。 

令和 2年 10月 1日時点での旧市町村単位における高齢化率を見ると、山梨地域が

31.9％、牧丘地域が 44.0％、三富地域が 43.7％となっており、平成 26 年からの 6

年間に山梨地域では 3.9ポイント、牧丘地域では 5.7ポイント、三富地域では 8.3ポ

イント増加しています。 

これら 3地域の人口、高齢化率でわかる特性を踏まえ、今後も、住み慣れた地域に

応じた高齢者福祉や、介護サービス・介護予防サービス等の施策を展開していく必要

があります。 

 
■表 65歳以上高齢者数の状況（各年 10月 1日現在の住民基本台帳人口）      （単位：人、％） 

    
平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

令和 

元年 

令和 

2年 

山梨 

地域 

人口 30,814 30,522 30,216 29,983 29,660 29,369 29,176 

高齢者人口 8,631 8,799 8,938 9,029 9,124 9,217 9,310 

高齢化率 28.0% 28.8% 29.6% 30.1% 30.8% 31.4% 31.9% 

牧丘 

地域 

人口 5,028 4,915 4,778 4,682 4,539 4,471 4,354 

高齢者人口 1,926 1,940 1,943 1,938 1,924 1,936 1,914 

高齢化率 38.3% 39.5% 40.7% 41.4% 42.4% 43.3% 44.0% 

三富 

地域 

人口 984 945 913 871 829 808 766 

高齢者人口 348 346 345 338 340 333 335 

高齢化率 35.4% 36.6% 37.8% 38.8% 41.0% 41.2% 43.7% 

合計 

人口 36,826 36,382 35,907 35,536 35,028 34,648 34,296 

高齢者人口 10,905 11,085 11,226 11,305 11,388 11,486 11,559 

高齢化率 29.6% 30.5% 31.3% 31.8% 32.5% 33.2% 33.7% 

 
■図 65歳以上高齢者数の状況（各年 10月 1日現在の住民基本台帳人口） 
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６ アンケート調査結果から見える高齢者の状況 

○ 調査概要 
 

【調査名称】 

   

  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

【調査対象】 

 

要支援１、２の認定者・総合事業利用者 448人 

65歳以上で介護保険サービス未利用者のうちの 1,200人 

 

【調査方法】 

 

郵送調査 

 

【調査期間】 

 

令和 2年 9月 1日（火）～令和 2年 9月 14日（月） 

 

【回収状況】 

 

発送数 有効回収数 有効回収率 

1,648 1,202 72.9％ 

※有効回収数とは、回収数から白票などの無効票を除いた数 

 

【本報告書中の記号について】 

ｎ･･･回答者数（number）を表す。「ｎ＝100」は、回答者数が 100人ということ。 

※複数回答の場合は合計値が 100％にならない場合がある。 

※アンケート結果の数値は小数点第 2位を四捨五入しており、単数回答であっても

合計が 100％にならない場合がある。 
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①介護・介助の必要性（単数回答） 
 

 

 
 

 

②昨年と比べて外出の回数が減っているか（単数回答） 
 

 

   
③外出を控えているか（単数回答） 
 

 

 

68.8 11.0 16.6 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1n=1202

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答

13.5 41.0 20.5 23.3 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1n=1202

とても減っている 減っている あまり減っていない 減っていない 無回答

61.8 36.0 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1n=1202

はい いいえ 無回答

・要介護認定を受けていなくても、3割弱は何らかの介護・介助が必要な状態にある。 

・新型コロナウイルス感染症の影響もあり、外出を控えている割合は 6割を超えている。 

・「減っている」が 41.0％で最も多く、「とても減っている」と合わせると過半数となる。 
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④地域における会・グループ活動等への参加状況（それぞれ単数回答） 
 

 

 

 
 

 

⑤地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきい

きした地域づくりを進めるとしたら、その活動に参加者として参加してみたいか 
（単数回答） 

 

 

 

 

 

0.3

1.1

0.8

0.2

0.4

0.7

10.6

0.5

3.2

2.0

0.4

0.7

0.3

4.1

0.5

2.3

2.9

0.4

0.3

0.3

0.2

1.7

4.4

9.2

3.3

1.7

2.7

1.7

5.9

4.5

7.3

3.1

8.6

17.9

2.3

52.0

48.7

43.9

51.8

51.2

39.9

42.9

39.1

35.9

33.9

40.8

37.2

38.1

38.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回 年に数回 参加していない 無回答

n=1202

9.0 44.5 29.8 2.0 11.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1n=1202

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

・年数回でも参加している割合は、「趣味関係のグループ」、「町内会・自治会」で 2割以上となって

いるほかは、2割未満となっている。また、参加していない割合が半数近くと高くなっている。 

・「既に参加している」はわずか 2.0％にとどまるものの、「参加してもよい」が 44.5％で最も多く、

「是非参加したい」と合わせて過半数となる。 

・「参加したくない」は約 3割となっている。 
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⑥主観的健康状態（単数回答） 
 

 

 

 
 

⑦主観的幸福感（単数回答） 
 

 

 

 

 
 

 

⑧いきがい、趣味があるか（単数回答） 
 

 

 

 
 

  

9.5 61.6 19.2

2.2

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1n=1202

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答

0.5 0.3 0.7
2.1 2.5

17.6

6.4

12.6

21.9

7.9

18.2

9.3

0%

10%

20%

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 ８点 ９点 １０点 無回答

n=1202

とても幸せとても不幸

60.6

67.3

29.2

25.1

10.1

7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いきがい

趣味

ある 思いつかない 無回答

n=1202

・7 割以上は「とてもよい」、「まあよい」と回答しているが、2 割強は「あまりよくない」、「よくない」と

回答している。 

・「8点」が 2割強で最も多く、5割弱は 8点以上と回答している。 

・中央値は 8点、平均値は 6.6点となった。 

・「いきがい」、「趣味」ともに、「ある」は 60％台で、「思いつかない」が 20％台後半となっている。 
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⑨認知症になっても、地域で暮らせると思うか（単数回答） 
 

 

 

 

 

 
 

⑩人生の最期を迎える時に、過ごしたい場所（単数回答） 
 

 

 

 

 

50.0

49.4

50.9

49.1

39.9

41.4

45.8

36.9

36.6

32.9

38.0

42.1

40.2

29.2

13.1

14.0

16.2

13.0

18.0

18.4

25.0

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳(n=222)

70～74歳(n=243)

75～79歳(n=228)

80～84歳(n=216)

85～89歳(n=178)

90～94歳(n=87)

95～99歳(n=24)

100歳～(n=2)

地域で暮らせると思う 地域で暮らせると思わない 無回答

74.2

79.5

81.1

82.7

77.4

84.4

90.5

15.3

11.8

9.2

7.7

15.9

11.7

5.3

6.4

6.0

6.1

4.9

1.3

9.5

5.3

2.3

3.7

3.6

1.8

2.6

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳(n=209)

70～74歳(n=220)

75～79歳(n=217)

80～84歳(n=196)

85～89歳(n=164)

90～94歳(n=77)

95～99歳(n=21)

100歳～(n=1)

自宅 医療機関 施設 その他

・全体では、「自宅」が 79.5％と最も高く、次いで「医療機関」11.6％、「施設」5.5％となった。 

・年齢別でみると、高齢になるほど在宅の意向が高くなる傾向がある。 

・全体では、「地域で暮らせると思う」と答えた人が 47.6％、「暮らせない」と答えた人が 37.1％とな

った。 

・年齢別でみると、85～94歳では約 4割が「地域で暮らせると思わない」と回答している。 
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７ 「第７期介護保険事業計画（以下「第 7期計画」という。）」の検証 

（１）第 8期計画に向けての主な課題 

①地域包括ケアシステム 8の深化と地域共生社会の実現について 

○地域包括ケアシステムにかかる啓発活動の強化 

市民が、地域包括ケアシステムに関する市の取組状況や相談体制を知る機会

として、広報誌・市ホームページ・CATV・SNS等で周知を図るとともに、講

演会や出前講座などを通して、住民が在宅療養に関する知識や情報、地域の支

え合いづくりを学ぶ機会をさらに増やしていくことが求められます。 

○地域包括ケアシステムの深化にかかる役割の明確化 

地域包括ケアシステムの深化に向けて、地域包括支援センター、社会福祉協

議会、地域活動団体、生活支援コーディネーター9、ボランティア等の各主体の

位置づけを明確にし、行政機関を含めた各団体が市民とともに連携し、協働で

取り組む体制づくりが必要です。 

○地域の特性に応じた住民の主体的活動の支援、育成 

地域まるごと支援会議を中心に、地域支え合い講演会の開催や、学習会を実

施するとともに、住民主体の通いの場「通所型サービス B」の設置や支援を行

ってきました。地域ごとの学習会を開催するなど担い手の育成を行い生活支援

サービスの充実を図っていく必要があります。 

老人クラブでは、訪問活動の指導者研修会を開催していますが、老人クラブ

への加入者の減少等、後継者の不足が顕著であり、地域特性に応じたボランテ

ィア団体の育成が課題となっています。 

市内でボランティア活動が停滞していることについて、アンケート等により

どのような課題があるか分析し、対策を強化していく必要性があります。また

ボランティア育成にかかる講座の開催や、実際に活動を体験できる機会の提供

に取り組む必要があります。 

 

②介護予防、地域支援事業の推進について 

○介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

急速な高齢化が進む中、高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らし続ける

ためには心身の健康づくりや生きがい対策が必要であり、早期からの取組は自

立支援・重度化防止につながります。 

介護予防事業は、参加者の固定化や男性参加者が少ないことが課題となって 

おり、地域元気あっぷ教室や日常生活総合支援事業 10など個々のニーズに合っ

た内容や周知方法を検討していく必要があります。また自主的な介護予防活動

 
8 地域包括ケアシステム：高齢者が住み慣れた地域で、自立した生活を最後まで送ることができるように、必要な医

療・介護・福祉サービスなどを一体的に提供し、すべての世帯で支え・支えられるまちづくりをすること。 
9 生活支援コーディネーター：介護保険制度改定で「地域包括ケアシステム」を推進するために設けられた新しい職

種。地域の困りごとの相談に乗り、解決につなげる活動を行う。 
10 日常生活総合支援事業：市町村が中心となって、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサ

ービスを充足することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援

等を可能とすること。 
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の推進や指導者の育成、双方的な発信など意欲の向上や継続につながる取組が

必要です。 

○介護予防ケアマネジメントの強化 

「自立支援型地域ケア会議 11」、「地域ケア個別支援会議 12」を継続し、自立

支援型マネジメントの考え方や目標設定、地域課題等について、関係者間にお

いて共通理解を図っていく必要があります。 

また「山梨市サービス事業所連絡会」、「介護支援専門員部会」、「主任介護支

援専門員連絡会」等を通じて、情報共有や自立支援型のマネジメント方法、地

域包括ケアシステムの体制整備に向けての課題検討などを行っていく必要が

あります。 

 

③自立支援・重度化防止の推進 

○地域包括支援センター13の機能強化と関係機関との連携 

業務に応じて専門職を配置し、初期相談の充実を図るとともに、地域包括支

援センターの「評価指標を活用した業務チェックシート」をもとにセンター機

能の強化に努めます。 

また、「地域ケア会議 14」や在宅医療と介護の連携推進拠点「サポートやま

なしし（市立牧丘病院内設置）」、「医療と介護を語る会」などを活用しながら、

医療機関や介護サービス事業者などと連携を図り、切れ目のない医療と介護の

提供体制を推進し、質の向上を図っています。 

さらに、高齢者に対する健康増進、フレイルや生活習慣病の予防及び生きが

いづくり等、連続的かつ一体的な推進が重要となるため、保健や福祉、教育分

野との連携協働を図っていくことが必要です。 

○福祉サービスの改善 

高齢者の生きがいの増進などのため、ひとり暮らし高齢者及び虚弱等の高齢

者を訪問し、対話、相談等を行う活動について社会福祉協議会に委託し、地区

の老人会、会員が実施してきましたが、訪問先が固定化してしまう傾向がある

ため、安否確認だけではなく、生活支援、家事支援なども行える活動にして行

くことが、これからの地域において助け合い、支え合うためには必要となって

います。 

健康と福祉の増進を図るため、市営「花かげの湯」「鼓川温泉」「みとみ笛吹

の湯」の利用について一部助成を行う「高齢者温泉利用割引助成事業」につい

ては、発行率は年々減少し、また利用している人は、ほぼ地元の固定客となっ

ています。 

このような状況で、共通割引カードの発行が有効な方法であるのか、または

 
11 自立支援型地域ケア会議：介護保険の利用者がいつまでも元気に自立した生活を営むことができるよう、地域

の様々な専門職が集まって、ケアマネジャーが作成するケアプランを検討する会議。 

12 地域ケア個別支援会議：地域包括ケアセンター等が主導し、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える

社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法。 

13 地域包括支援センター：介護・保健・福祉の専門職がチームとなって高齢者やその家族の相談、高齢者の見守り、

心身の状態に合わせた支援を行う高齢者の総合的な相談やサービスの拠点。 
14 地域ケア会議：介護保険法第１１５条の４８で定義された、地域包括支援センターや市町村が設置運営する「行

政職・地域関係者・専門職」から構成され個人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤整備を進める会議。 
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違う方法がよいのか、各温泉利用者の効果の検証や、発行率向上のための周知

方法等、多くの高齢者が活用する方法を関係機関と協議が必要となっています。 

○老人健康福祉センターの運営 

高齢者の健康づくりや生きがいづくりなどを支援する施設として活用して

いますが、現在、新型コロナウイルス感染症対策として、人数の制限、営業時

間を短縮するとともに、予約制で運営するなど、センター内の温泉以外の設備

の利用の制限を設けています。新型コロナウイルスの収束後に通常の運営とな

った際には、様々なサービスが提供できるよう取り組むとともに、山梨地域以

外では老人健康福祉センターの知名度が低いと思われるため、広報誌・市ホー

ムページ・CATV・SNS等での周知が必要となっています。 

 

④高齢者相談支援及び認知症への対応について 

○高齢者の相談支援 

地域包括支援センターでは、地域の身近な相談窓口として、介護保険制度、

介護予防、権利擁護などの総合相談や関係機関との連絡調整を行い、利用者に

とって身近で気軽に相談できる環境づくりに取り組んでいるところです。 

これからも庁内関係各課、民生委員・児童委員・医療機関等と連携しながら、

利用者の立場に立った生活に密着したきめ細かな相談支援が必要であり、対応

する職員の能力向上を図り、相談内容を精査し苦情の未然防止に努め、問題発

生時には早期に解決できるようチームで方針確認し、振り返りを行っていくこ

とが求められます。 

○認知症に対する正しい理解の普及 

認知症支援ネットワーク会議 15では、認知症の人と家族への対応や治療など

に関する知識の普及啓発の方法の検討及び、「オレンジ Fes in 山梨市～みまも

る・ささえる・つながる～」と題した認知症について１日考えるイベントの開

催などを行ってきました。行政だけでなく、幅広い職種に企画から参加を促し、

当日は多くの地域住民に参加をしてもらい、認知症を地域で支える機運を高め

る一歩となりました。また認知症サポーター養成講座では、平成 30年度 429

名、令和元年度 318名を新規サポーターとして養成しました。現在は、新型コ

ロナウイルス感染症対策のため、養成講座の中止や規模の縮小、時間短縮など、

積極的な開催が難しい状況です。今後は十分な感染対策を検討し、地域、企業

団体、学校などで養成講座の再開に向けて準備調整を行い、見守りの輪を広げ、

誰もが暮らしやすい地域づくりを目指します。 

今後も引き続きこうした取り組みを行うなど、認知症支援ネットワーク会議

を中心に、認知症に対する誤解や偏見をなくし、早期発見による治療の促進や

認知症を予防する生活習慣が定着されるように、正しい知識の普及啓発を図る

必要があります。 

 
15 認知症支援ネットワーク会議：認知症の人と家族の暮らしを支えている地域の人的資源、社会資源が参加するネ

ットワークの構築と、地域における認知症支援の仕組みづくりを行う会議。 
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○認知症に関する相談の充実 

認知症の人ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、

認知症の人を支えていく仕組みを整理した「認知症ケアパス 16」を作成しまし

た。今後は、この普及を図っていくため、作成したパンフレットの配布を窓口

で行うとともにホームページに掲載し周知していく必要があります。 

若年性認知症の方は、進行が早いと言われながらも、働き盛りや家事の中心

的存在であることから、受診が先延ばしになってしまうおそれがあります。本

人や家族がしかるべき相談先を知り、適切なケアに結びつくように支援してい

く必要があります。必要時、病院などとの情報共有をおこない、若年性認知症

の方の実態把握と支援方針の検討を行っていきます。 

平成２６年度から継続して活動している「認知症初期集中支援チーム」では

認知症対応支援の積み上げを行ってきました。本人や家族にチーム員が関わる

ことで、必要なサービスに繋がり、状況が改善することが多く見られます。今

後はさらに体制を充実させ、対応困難な認知症の人と家族に対し、適切な支援

をすることで、住み慣れた地域で暮らし続けることができるように努めていき

ます。 

○認知症の早期発見・家族支援 

身近な相談窓口として地域包括支援センターの役割を周知し、早期対応や家

族支援につなげます。また、医師会と連携し、「もの忘れ相談」を行い、認知症

の早期発見・予防、正しいケアについて助言します。 

市内の認知症疾患医療センターやグループホーム等により「ほっとスペース

事業」（認知症カフェ）を行い、認知症の人と家族が安心して集える場所を提

供しています。また専門家が認知症に関する正しい知識を情報提供し、家族を

支える場としての役割を担っています。今後はさらに認知症の人が自らの力を

発揮して家族とともに社会と繋がることができる要素を取り入れられるよう

に工夫をしていきます。 

 

⑤権利擁護への取り組みについて 

○成年後見制度の普及・啓発や市民後見人養成の推進 

平成 30年 4月に地域包支援センター内に山梨市成年後見支援センター17を設
置し、成年後見制度の周知・啓発を行い、利用を促進しています。また、認知症
高齢者の増加に伴い、専門職後見人の不足が見込まれることから、「市民後見人」
の養成に取り組んでいます。令和２年度は新型コロナウイルスの蔓延に伴い、市
民後見人養成講座の開催を見送りましたが、成年後見制度の利用ニーズは年々高
まっているため、今後は十分な感染対策を取り、再開に向けて準備調整を行う必
要があります。養成講座の修了生については、令和元年度から委託先の山梨市社
会福祉協議会において現場実習を始めていますが、訪問先との調整の難航や、コ
ロナ禍で停滞している状況のため、効果的な実習が行われるよう協議調整が必要
です。 

 
16 認知症ケアパス：認知症の症状に合わせて医療、介護サービスを受ける流れを標準化したツールで本人、家族、

多職種が目標を共有しそれを達成するための仕組み。 
17 成年後見支援センター：成年後見の普及啓発、相談、手続き支援などを推進するセンター。 
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○高齢者虐待防止の普及・啓発 

高齢者虐待の疑いなどに対して市民やケアマネジャー、介護保険サービス事

業者等から相談、通報を受ければ、同行して安全を確認しているほか、関係機

関等による専門的支援を行い、早期対応に努めてきました。 

適宜、関係するサービス事業者や民生委員・児童委員、警察等と連携を図り、

早期の発見や対応、また、家族調整など改善に向けた取組を行いました。 

今後も、高齢者が心身とも安全安心に過ごせるよう、また、生命に関わる深

刻な事態に陥らないように、介護保険サービス事業者等とは、日ごろから密に

連絡を取り合うほか、学習会を開催するなど普及啓発に取り組む必要がありま

す。 

 

⑥いきがいづくりについて 

○地域組織活動の支援 

老人クラブをはじめとする地域活動が活発に行われるように、会員の参加促

進や活動の場の提供などを支援してきましたが、老人クラブ数の減少や新規会

員の減少のため、後継者がいなくなることが懸念されています。 

社会活動への参加意識の醸成のため、各種団体と連携を図りながら、ボラン

ティアや地域活動への参加の意識が高まるように啓発が必要となっています。

高齢者の自主的活動を活発化していくにはリーダーの養成が必要となるため、

講習会や交流会等の開催も求められています。 

○ふれあい・いきいきサロンの充実 

「ふれあい・いきいきサロン」は、高齢者が主体的に運営、参加することで

いきいきとした日常生活の支援や、閉じこもりの予防につながっています。参

加者の興味や関心にあわせて、様々な活動を行い、高齢者同士の交流の促進や、

仲間づくり、地域の情報交換などが活発に行われるように、「ふれあい・いき

いきサロン」の拡充に努めていく必要があります。 

○高齢者のニーズに合わせた生きがいづくり活動等の支援 

高齢者に合わせた情報発信を行わなければ、周知の効果が得られないため、

高齢者に伝わりやすい情報発信の在り方を常に模索しながら、実施していく必

要があります。 

広報誌・市ホームページ・CATV・SNS等を今後も引き続き活用しながら高

齢者に分かりやすい情報提供に努めるとともに、健康づくり体操や創作活動発

表会等においても、高齢者のニーズをくみ取り、意欲の向上につながるよう、

開催方法について継続して改善を図ることが必要です。 

○就労支援 

ハローワーク塩山に、市役所内での地域職業相談室の設置を継続して依頼し 

    雇用情報の提供や相談対応を行っていきます。 

併せて、高齢者の継続雇用や再就職に関する研修会の開催等により民間企業

における高齢者の就労機会の確保や、高齢者の体力や健康状態等に配慮した就

労環境となるよう、事業主への普及啓発や働きかけを実施していくことが必要

です。 



29 

 

 

⑦安心・安全なまちづくりの推進 

○犯罪被害の防止活動 

65 歳以上の高齢者等を対象に、振り込め詐欺防止「自動通話録音装置」を

200 台整備し無償貸し出し事業を実施してきました。また市内全域を対象に、

防犯パトロールを毎日（月～金）実施しています。 

今後も、警察、消防、医療など関係機関との連携を強化し、高齢者を取り巻

く多種多様な危険に対応した安全対策体制の構築を図ります。また地域安全情

報の提供、防犯パトロールの実施などを通じて、住民と行政との協働による地

域の安全・安心活動の促進を図るほか、見守りネットワーク協定の締結を増や

し、多くの目で高齢者を見守る体制をとります。 

○避難行動要支援者への支援の推進 

区長や民生児童委員、関係課が協力し、災害時の避難行動要支援者台帳への

登録希望者を随時募り、逃げ遅れる方が出ないよう事前対策を推進してきまし

た。市重点地区避難所訓練では、避難行動要支援者対策を踏まえた共助による

実動訓練を実施しました。 

台帳登載人数 2,044人のうち同意者は 504人と全体の約 25%となっている

ことから、今後、同意者数の登録を増やすため、区役員、民生委員、消防団な

どと関係課で対応を協議していく必要があります。また職員が的確に避難行動

要支援者への支援ができるよう全庁的な取り組みが必要です。 

○防災情報の発信 

広報誌・市ホームページ・CATV・SNS等や出前講座、リーフレットなどを

用い、普段から簡単にできる防災対策、「自助」「共助」を推進してきました。

このほか、防災アドバイザーによる出前講座や市民防災マニュアルの作成など

も実施してきました。 

今後は、ふれあい・いきいきサロン等でハザードマップの確認を行うなど、

より身近な場所で防災情報を知る機会を設けていきます。 

○高齢者の消費トラブルの防止 

広報誌に「消費生活相談窓口だより」として毎月記事を掲載し、身近な消費

者トラブルに関する情報提供を行なってきました。また消費生活協力員の紹介

を広報誌で行うとともに、出前講座を通じて、寸劇などにより高齢者に分かり

やすくトラブル防止などを周知してきました。 

依然として、電話や訪問での詐欺などの被害が続いているため、まずは「電

話対応に気を付ける」など、自身でできるトラブル防止、高齢者の身近にいる

人たちが、まず、消費者トラブルに関する情報や相談窓口について共有するこ

とが必要であるため、引き続き周知に努めていく必要があります。 

○バリアフリー 

山梨市駅南北自由通路のエレベーター及びエスカレーターを設置、万力公園

の園路改修等を行い、誰もが利用しやすい環境を整えました。 

今後も、公共施設を新設・改修する際は、高齢者や障害者等に配慮したバリ



30 

 

アフリー化・ユニバーサルデザイン化を推進し安心・安全で利用しやすい設計

に努めます。車いす等でも移動できるように、電線の移設や地中化を促進、誰

もが安全に歩行できるように、幅の広い歩道の整備に努め 、誘導ブロックの

設置や段差・勾配などの改善に努めるなど、各種法令等に従い、誰もが利用し

やすくなるよう都市計画道路及び公園の整備を推進して行く必要があります。 

○交通事故被害の防止 

市内の主要幹線道路である国道や県道においても、高齢者等が安心して通行

できるように、国、県道の改良事業において、高齢者等が安心して通行できる

よう、県に働きかけてきました。 

今後も、交通量に対して、歩行者や自転車の安全確保が困難な幹線道路につ

いて、県等に早期改良や安全対策を働きかけます。今後も国、県道の改良事業

がある場合は、積極的に関係機関に働きかけていく必要があります。 

 

⑧高齢者への情報発信の強化 

○市、関係機関からの情報発信 

広報誌・市ホームページ・CATV・SNS等の活用を行うとともに、市の窓口や、

社会福祉協議会、公民館、老人健康福祉センターでのわかりやすい掲示や周知

を行っています。また出前講座や健康教室での周知など情報共有できる場の拡

充や、双方的な発信の検討も行っていく必要があります。 

○地区組織、団体からの発信 

民生児童委員、老人クラブ、いきいきサロンなど地域組織や団体、住民主体

の通いの場等での周知を強化していきます。 

○公民館の活用 

公民館では、成人講座やシニア向けの各種講座・事業を開催しているほか、

高齢者学級やいきいきサロンなど他の機関で実施する事業については、配布さ

れたポスターやチラシを館内に掲示し、周知の協力をしてきました。 

今後も、介護予防サービスに関する情報、趣味やボランティア活動などの社

会活動に関する情報提供の場として活用していくとともに、公民館における周

知効果を高める取組を行う必要があります。 



31 

 

（２）第 7期計画における介護保険事業等の実績 

前期計画期間（平成 30年度～令和 2年度）における、事業の実績については以

下のとおりです。（令和 2年度はいずれも見込みとなっています。） 
 

 

① 要支援・要介護認定者 

前期計画では、要支援・要介護認定者数を第 6期計画期間の実績と同程度と見込

んでいましたが、総数で見ると実績値は計画値よりも少なくなり、認定率は 17.4％

～15.9％と減少傾向に推移しました。 

 
  単位：人     

 第 7期 計画値 第 7期 実績値 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

要支援１ 98 101 102 90 66 63 

要支援２ 275 289 295 239 213 197 

要介護１ 379 393 405 333 319 314 

要介護２ 410 408 420 433 430 408 

要介護３ 380 400 411 409 410 421 

要介護４ 313 316 323 311 322 279 

要介護５ 182 197 206 176 172 164 

総数 2,037 2,104 2,162 1,991 1,932 1,846 

65歳以上 

高齢者数 
11,303 11,348 11,393 11,388 11,486 11,559 

認定率(％) 18.0 18.5 19.0 17.4 16.8 15.9 

※第 7期計画値は、10月 1日における計画数値。第 7期実績値は、平成 30年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年

報）」、令和元年度：「介護保険事業状況報告（3 月月報）」、令和 2 年度：直近の「介護保険事業状況報告（月報）」から推

計    
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②介護予防給付 

 

  

  
第 7期計画 計画値 第 7期計画 実績値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

（１）介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 
回数（回/月） 0.0 0.0 0.0 0.9 2.7 0.0 

人数（人/月） 0 0 0 0 1 0 

介護予防訪問看護 
回数（回/月） 36.8 42.0 41.0 52.2 27.9 27.3 

人数（人/月） 16 19 22 12 10 11 

介護予防訪問リハビリテ
ーション 

回数（回/月） 248.1  288.2 294.0 171.7 178.7  175.4 

人数（人/月） 20 22 21 19 20 21 

介護予防居宅療養管理
指導 

人数（人/月） 15 18 20 14 14 11 

介護予防通所リハビリテ
ーション 

人数（人/月） 77 79 83 76 70 66 

介護予防短期入所生活
介護 

日数（日） 11.6 11.2 11.6 14.4 10.7 14.6 

人数（人/月） 4 4 4 3 2 2 

介護予防短期入所療養
介護（老健） 

日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0 

人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 

介護予防短期入所療養
介護（病院等） 

日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 
人数（人/月） 144 146 148 151 139 142 

特定介護予防福祉用具
購入費 

人数（人/月） 3 4 4 3 2 9 

介護予防住宅改修 人数（人/月） 4 4 5 3 3 3 

介護予防特定施設入居
者生活介護 

人数（人/月） 4 4 5 6 5 5 

（２）地域密着型介護予防サービス  

介護予防認知症対応型
通所介護 

回数（回/月） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 

介護予防小規模多機能
型居宅介護 

人数（人/月） 6 6 7 1 4 5 

介護予防認知症対応型
共同生活介護 

人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 

（３）介護予防支援 

介護予防支援 人数（人/月） 203 205 205 216 194 189 
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③介護給付 

 

  

  

第 7期計画 計画値 第 7期計画 実績値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

（１）居宅サービス 

訪問介護 

回数（回/月） 4,952.6 5,012.1 5,215.8 5,058.7 4,845.4 4,458.6 

人数（人/月） 261 265 270 268 252 242 

訪問入浴介護 

回数（回/月） 141.1 141.8 143.5 120 98 268 

人数（人/月） 31 31 32 24 20 31 

訪問看護 

回数（回/月） 523.8 547.7 591.4 506.5 583.0 624.0 

人数（人/月） 118 121 129 116 123 132 

訪問リハビリテーション 

回数（回/月） 881.8 879.5 888.8 907.2 1,064.1 1,175.1 

人数（人/月） 87 87 90 90 103 109 

居宅療養管理指導 人数（人/月） 205 210 222 206 199 200 

通所介護 

回数（回/月） 4,890.8 4,833.7 4,903.6 5,450 5,532 5,030 

人数（人/月） 429 431 431 477 453 400 

通所リハビリテーション 

回数（回/月） 1,110.0 1,085.6 1,091.2 1,097.9 1,000.2 871.4 

人数（人/月） 144 156 159 137 128 111 

短期入所生活介護 

日数（日） 2,886.0 3,024.7 3,123.2 3,087.8 3,216.0 2,843.9 

人数（人/月） 166 168 171 203 196 166 

短期入所療養介護（老健） 

日数（日） 4.8 22.2 11.4 18.2 37.8 5.8 

人数（人/月） 2 2 2 1 3 1 

短期入所療養介護（病院等） 

日数（日） 40.5 40.8 36.7 9.4 29.5 25.9 

人数（人/月） 2 2 2 0 1 1 

福祉用具貸与 人数（人/月） 625 625 626 636 647 617 

特定福祉用具購入費 人数（人/月） 14 15 16 13 12 11 

住宅改修費 人数（人/月） 8 8 9 6 8 4 

特定施設入居者生活介護 人数（人/月） 35 35 36 41 37 36 

（２）地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 
人数（人/月） 0 0 8 0 0 0 

夜間対応型訪問介護 人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 
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第 7期計画 計画値 第 7期計画 実績値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

地域密着型通所介護 

回数（回/月） 2,353.7 2,516.1 2,531.8 1,800.8 1,500.5 1,369.6 

人数（人/月） 200 205 208 182 153 148 

認知症対応型通所介護 

回数（回/月） 303.0 318.3 356.1 258.3 244.1 207.9 

人数（人/月） 21 21 23 17 16 16 

小規模多機能型居宅介護 人数（人/月） 68 73 75 48 44 50 

認知症対応型共同生活介護 人数（人/月） 51 53 56 50 53 52 

地域密着型特定施設入居者

生活介護 
人数（人/月） 19 20 22 11 15 19 

地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 
人数（人/月） 85 87 87 71 79 80 

看護小規模多機能型居宅介護 人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 

（３）施設サービス 

介護老人福祉施設 人数（人/月） 212 213 215 208 199 196 

介護老人保健施設 人数（人/月） 129 130 133 132 141 159 

介護医療院 人数（人/月） 0 5 5 0 2 0 

介護療養型医療施設 人数（人/月） 6 0 0 3 0 0 

（４）居宅介護支援 

 居宅介護支援 人数（人/月） 974 1,000 1,012 1,014 988 940 

 

 

④地域支援事業 

                        （単位：人） 

 第 7期計画 計画値 第 7期計画 実績値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

総合事業マネジメント数 120 130 140 138 160 144 

訪問型サービス利用者数（延べ人数） 240 480 720 997 1,024 879 

通所型サービス利用者数（延べ人数） 840 960 1,080 2,596 2,232 1,933 

総合相談（延べ人数） 5,000 5,500 6,000 4,836 4,675 3,500 

権利擁護（成年後見制度支援数） 40 45 50 69 73 80 

市民後見人養成数 10 10 10 15 4 0 

認知症サポーター養成数 300 300 300 429 318 100 

配食サービス利用者数 130 140 150 127 116 120 
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８ 本市の高齢者を取り巻く社会的な課題 

本市における高齢者に関わる環境、アンケート調査等により、見えてきた課題を整

理しました。 

 

（１）介護保険制度の持続化・健全化 

本市では、介護費用額が年々増加しており、全国及び山梨県を上回って推移し

ています。また、高齢化も、全国及び山梨県を上回って進んでおり、今後もこの

状況が続くと見込まれることから、制度の維持のための取組が必要です。 

介護費用額を押し上げている一つの要因としては、要介護 3の要介護者におけ

る施設サービスの受給率が高いことが考えられ、介護保険制度を維持していくた

め、自立支援や重症化防止の取り組みの強化が求められます。 

 

（２）地域包括ケアシステムの深化に向けた取組の推進 

在宅で安心・安全に生活できる環境整備を行うため、在宅医療と介護の連携推

進拠点「サポートやまなしし」を市立牧丘病院に委託し、同病院を中核として、

在宅医療の推進体制を確立しています。今後もこうした取組を一層強化し、地域

包括ケアシステムの構築を進めていくことが求められています。 

高齢者のみ世帯やひとり暮らしの高齢者、介護保険の認定者数が増加しており、

今後、住み慣れた地域で、暮らし続けるためには、在宅医療と介護の連携推進や、

生活支援体制整備が重要です。 

現在、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられる体制

である「地域包括ケアシステム」の深化に向け取り組んでいますが、全庁的な連

携体制とともに、市民や組織、関係機関、団体などが参画し、地域全体の気運づ

くりや協働で作り上げるための体制整備を行っていく必要があります。 

 

（３）介護予防・健康づくりの推進 

①フレイル18対策の効果的な実施 

外出機会の減少は、体を動かす機会が減ることにつながり、歩くことや身の回

りのことなどの生活動作が行いにくくなる、また疲れやすくなるなど、フレイル

が進むおそれがあります。 

アンケートの結果をみると、新型コロナウイルス感染症への感染防止の影響も

考えられますが、外出を控えている割合は 6割を超え、前年度と比較して外出機

会が減少しています。 

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、高齢者が外出を控えている現状

のニーズを的確に把握し支援することと合わせて、自宅でできる効果的な運動や

食事の工夫などを周知していくことが求められます。また通所型サービス B19や

高齢者通いの場など、住民主体の介護予防活動の場の拡充や継続して支援してい

く必要があります。 

  

 
18 フレイル：心身が虚弱となり、要介護となる危険等が増す状態。 

19 通所型サービス B：住民等のボランティアの方が主体となり、自主的・自発的に運営する通所型の介護予防サー

ビス事業であり、介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業に位置付けられる。 
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②高齢者の社会参加の促進 

アンケートの結果をみると、グループ活動に参加している割合は、「趣味関係の

グループ」、「町内会・自治会」が多いものの、全体の 2割強にとどまっています。 

一方で「地域住民の有志による、健康づくり活動や趣味等のグループ活動等に

よる、いきいきした地域づくりを進める活動」への参加を 5割強の高齢者が求め

ています。 

この差異の原因として、高齢者がグループ活動に求めるニーズと、既存のグル

ープの活動内容が合致していないことが考えられ、「いきいきとした地域づくり」

という使命感や役割を感じられるような工夫が必要だと考えられます。 

地域のグループ活動等の情報を提供するだけでなく、新しいグループ活動への

支援や参加を促す取組が必要です。 

 

③いきがいを持っていきいき生活の推進 

人は誰でも、何らかの「生きがい」を持つことで、人生の価値や意味を見い出

そうとします。生きがいを持つと精神的なメリットだけではなく、身体にも良い

効果をもたらします。活動量が増えたり、人との交流が増えることは健康的な生

活へつながり、適正体重の維持、筋力維持、認知症予防やうつ病防止などたくさ

んのメリットが生まれるといわれています。 

仕事や役割がなくなると、生活に張り合いがなくなったと感じることが多くあ

ります。アンケート結果では、約 3割の高齢者が「生きがいを思いつかない」と

回答しています。 

また特にひとり暮らしの高齢者は、「生きがい」の低下を感じやすいといわれて

います。本市ではひとり暮らしの高齢者が年々増加しているため、生きがいづく

りを積極的に支援していく必要があります。 

 

  ④新型コロナウイルス感染症対策 

新型コロナウイルス感染症への対策として、新しい生活様式に対応した生活

を送る必要があります。手洗い・うがい・マスク着用の徹底、身体的距離を確

保し換気を徹底するなど、今までの生活とは異なりますが、感染予防のため、

新しい生活様式の周知及び実践の支援をしていく必要があります。 
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第３章 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の基本的方向 

１ 基本的方向 

高齢者自身が住み慣れた地域で、健康な心と体を維持し、知恵や経験を発揮しなが

ら、元気で明るく生きがいを持って前向きな気持ちで暮らしていくことは、とても大

切なことです。 

高齢者が社会を支える一員として、健康で歳を重ねながら積極的に社会活動に参加

するとともに、介護が必要になっても可能な限り自立し、尊厳ある生活を安心して過

ごすことができるよう、地域全体で支援していくことが求められています。 

また、重度の要介護状態となっても馴染みの人間関係や居住環境の中で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活

支援が一体的に提供される体制である「地域包括ケアシステム」の深化が求められて

います。 

本市においては、高齢化が全国、山梨県よりも早い速度で進展しており、令和 7

（2025）年、令和 22（2040）年における推計においても、さらに高齢化が進んでい

ることが見込まれています。 

こうしたことから、本市では、高齢者福祉施策、介護保険事業施策を、以下の基本

的方向に沿って展開していきます。 

 

 

 

 

 （1）高齢者本人が役割・生きがいを見出し、地域の中で暮らし続けて

いける、地域包括ケアシステムの推進 

 （2）要支援・要介護状態にならないため、地域支援事業への参加につ

なげる体制の整備 

 （3）介護予防を重視した事業体系の展開 

 （4）在宅サービスを重視したサービス体系の展開 

 （5）認知症ケアの積極的導入 

 （6）医療との連携による、在宅要介護者の支援 

 （7）高齢者の尊厳を守る（虐待防止、成年後見制度支援などの権利擁

護）取組の推進 

 

   

基本的方向 
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２ 基本理念 

山梨市の高齢者像は、「元気で健康な高齢者」に加え、高齢者自身がこれまでに培

ってきた知識や経験に基づいて、積極的に活動していく姿を目指しています。 

このため、高齢者本人の身体の健康だけではなく、心の充足につながる取組や地域

や仲間に必要とされている、といった人生の満足感をいつまでも持ち続けていくため

の取組が必要になっています。 

住み慣れた地域の中で、仲間とともに本人の生きがい達成のために積極的に活動し、

さらには地域の支えあいの一役を担うことは、支援を必要としている高齢者や住民が

安心して住み続けられるような地域づくりにつながっていくとともに、心身共に自立

し健康的に生活できる、健康寿命の延伸につながるものと考えます。 

「第 2次山梨市まちづくり総合計画」においても、保健・福祉分野の基本目標であ

る「おなかの中から一生涯安心の山梨市」のなかで、これからの高齢者施策の基本的

な考え方と方策を示し、地域や人のつながりのなかで、高齢者が生きがいをもって暮

らし、介護を必要とする人が地域全体で支えられ、在宅でも安心して暮らせているこ

となどを目標としています。 

本計画は、これらの理念に基づき、高齢者に関する専門的・個別的な領域を担うと

ともに、前計画の基本的方向を踏襲し積極的に展開していくために、「山梨市高齢者

福祉計画・第８期介護保険事業計画」の基本理念をこれまでの計画と同様に「いきい

きと仲間とともに担う支えあいと安心のまちづくり」とし、地域住民と行政との協働

による地域づくりを積極的に推進するものとします。 

 

 

 

 

 

 いきいきと仲間とともに担う 

 支えあいと安心のまちづくり 

 

 

 

 

 

基本理念 
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３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い
き
い
き
と
仲
間
と
と
も
に
担
う
支
え
あ
い
と
安
心
の
ま
ち
づ
く
り 

（１）地域包括ケアの普及・啓発 

（２）地域包括ケアシステムの充実と地域共生社会の実現 

（１）地域支援事業の推進 

（２）地域支援事業の見込量 

高齢者の暮らしを支援するサービスの充実 

（１）普及啓発・本人発信支援の推進 

（２）認知症相談の充実 

（３）認知症の予防対策の推進 

（４）認知症の生活支援サービスの充実 

家族介護の支援 

在宅医療と介護の連携の推進 

（１）予防給付サービスによる要介護状態の重度化の防止 

（２）介護予防サービスの見込量 

（１）自立支援と重症化予防策に向けた実績の評価 

（２）自立支援と重症化予防策に向けた目標の推進 

（１）地域の仲間に見守られる在宅介護サービスの充実 

（２）安心して暮らせる施設サービスの提供 

（３）介護給付サービスの見込み量 

適切なケアマネジメントによる重度認定者の悪化防止 

（１）住民の自主的な活動の促進 

（２）交流機会の拡充 

（３）地区組織活動の支援 

（１）活躍の場や機会の拡充 

（２）雇用・従業への支援 

（１）学習活動やスポーツ・レクリエーション活動等の充実 

（２）自主活動の育成・支援 

（１）高齢者の安全・安心を確保するための体制の整備 

（２）感染症対策 

（３）防災体制の整備 

（４）防犯体制の整備 

（５）交通安全対策の推進 

（１）成年後見制度の活用の推進 

（２）高齢者虐待防止対策の推進 

【基本目標Ⅰ】 

住みなれた 

まちで健康に 

暮らし続ける 

 

【基本目標Ⅱ】 

自立した自分らし

い生活を目指す 

 

 

【基本目標Ⅲ】 

地域の中で 

元気に活躍する 

 

【基本目標Ⅳ】 

誰にでもやさしい

安全なまちづくりを

目指す 

１ 地域包括ケアシステムの深
化と地域共生社会の実現 

２ 介護予防・地域支援事業の
推進 

３ 生活の支援 

４ 認知症の予防と支援 

８ 自立支援と重度化防止等に

向けた取組 

１ 予防給付サービスによる要介

護状態の重度化防止 

３ 適切なケアマネジメントによ
る重度認定者の悪化防止 

５ 権利擁護への取組 

６ 家族介護の支援 

２ 経験を生かし、いきいきと活
躍する 

３ 仲間とともに学びスポーツを
楽しむ 

１ 高齢者を感染症・災害・犯

罪から守る 

２ 誰にでもやさしいまちづくり 

１ 地域を担う人材として主体的
に活動する 

（１）建物や道路のバリアフリーの推進 

（２）高齢者の居住環境の向上 

（３）移動面におけるバリアフリー化の推進 

（４）高齢者等の視点に立ったまちづくりの推進 

（５）情報のバリアフリー化の推進 

２ 介護給付サービスの充実 

７ 医療と介護の連携 

施策・事業展開の方向 
基本 
理念 基本目標 基本施策 
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第４章 本計画における取組 

基本目標Ⅰ 住みなれたまちで健康に暮らし続ける 

１ 地域包括ケアシステムの深化と地域共生社会の実現 

高齢者等が、介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で、自分

らしい生活を送るためには、高齢者一人ひとりの状況に応じて医療・介護・予防、

住まい、生活支援サービスが、切れ目なく提供できる体制を整えていく必要があり

ます。 

少子高齢化や核家族化、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境

の変化により、市民のニーズは複雑、多様化してきています。本市では地域共生社

会の実現を目指し、子ども、高齢者、障害者など世代や分野を超えて、総合的な地

域包括支援体制や相談体制の整備を推進していきます。 

 

（１）地域包括ケアの普及・啓発 

地域包括ケアシステムの深化には、住民の参画が重要です。高齢者自身が参加す

る住民主体のサービスやボランティア、民間企業などのインフォーマルなサービス

の開拓や調整を行うとともに、様々な場面での普及・啓発活動に取り組んでいきま

す。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.啓発活動の推進  広報誌・市ホームページ・CATV・SNS 等、社会福祉協議会広

報「やすらぎ」などを活用し、啓発・広報の充実を図ります。 

 CATVの番組「お知らせ山梨市」の中で毎日 3回各回 3分程度、

介護予防体操を放映していきます。 

2.講演会、出前講座

の実施 

 支え合い講演会や担い手の研修などを地区ごと実施します。 

 介護予防等に関する知識と市の支援体制を学ぶ機会として、住
民からの要請に基づいて、公民館等に担当職員が出向き説明す

る「出前講座」を実施します。 

 在宅医療と介護の連携推進拠点「サポートやまなしし」でも牧
丘病院の医師、看護師等が公民館等に出向き在宅療養や人生会

議に関する講義を行う出前講座を実施します。 

3.福祉教育の充実  市内の小・中学校において、総合的な学習の時間等で福祉教育
を推進します。また、ボランティア活動などの体験学習や高齢

者との交流事業の充実を図ります。 

 生涯学習や地域活動において、福祉に関する学習内容を取り入
れた学級・講座を開催します。 

4.交流の促進  社会福祉協議会等の福祉関係機関や団体などと協力し、高齢者
自身の地域活動への積極的な参加を促進します。 
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（２）包括的支援体制の整備 

医療・介護・福祉の連携強化を図り、切れ目のない支援体制の充実を図るととも

に、「我が事」「丸ごと」20の地域づくりを目指し、「地域まるごと支援会議」や地域

の組織、団体、関係課と連携し、地域の支え合い体制の整備に取り組んでいきます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.包括的支援体制

の推進 

 地域住民、保健・医療・福祉の専門機関と力を合わせ、誰もが住
み慣れた地域でいきいきと安心した生活を送れるように活動す

るために、包括的支援体制の推進に努めます。 

 自治会や老人クラブ、ボランティア団体、民生委員・児童委員な
どとの連携を深め、見守りや声かけ運動をはじめとする地域によ

る活動の活発化を図ります。 

 高齢者福祉問題に対応するため、地域包括支援センターや社会福
祉協議会をはじめとする関係機関との連携を強化します。 

 「地域まるごと支援会議」「認知症支援ネットワーク会議」「山梨
市の在宅医療と介護を語る会」を継続するとともに、地域課題を

整理し課題解決を目指します。 

2.地域包括ケアシ

ステムの深化 

 地域包括支援センターと、牧丘病院に設置した在宅医療と介護の
連携推進拠点「サポートやまなしし」を中心に、保健・医療・福

祉の関係機関が連携し、情報を共有し、介護や支援を必要とする

高齢者の早期発見や適切なサービス提供が行なわれるように、高

齢者を支える仕組みづくりに努めます。 

 高齢者一人ひとりの状態に合った適切な支援を行えるように、住
民の参画、協力を図り生活支援サービスの充実を図ります。 

 高齢者に対する支援と支援体制について検討する場である「地域
ケア会議」の活用を促進します。 

 高齢者の生活機能の低下を防ぐため、フレイル予防の普及啓発の
継続と取組内容の充実を図ります。 

 社会参加できる場の提供や支援を行い、通所サービスＢなど、高
齢者通いの場を増やしていきます。 

 「自立支援型地域ケア会議」「地域ケア個別支援会議」を継続し、
個別課題の解決や自立支援型マネジメントの強化を図ります。 

 「地域まるごと支援会議」を中心に、地域の支え合いづくりや、
地域課題の共有や課題解決に向けて検討を継続するとともに、生

活支援体制の整備を行っていきます。 

 地域包括ケアシステムを推進するため地域密着型サービスの「定期
巡回・随時対応型訪問介護看護」を今計画中に1施設整備します。 

3.人材の確保  介護保険サービス等を提供する市内事業者との連携強化に努め
るとともに、事業者に対して、介護人材の確保、介護従事者の処

遇改善に向けた側面的な支援を検討します。 

 高齢者自身が参加する住民主体のサービスやボランティア、民間
企業などのインフォーマルなサービスの開拓や調整を行ってい

きます。 
  

 
20 「我が事」「丸ごと」：住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みる「我が事」、地域課題を「丸ごと」受け止

める地域づくり。 
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２ 介護予防・地域支援事業の推進 

「介護予防」については、軽度認定者（要支援）の要介護状態の軽減、状態維持を

目的とした「予防給付」と、要介護状態になるおそれのある高齢者を対象に実施する

「地域支援事業」があります。 

山梨市では、高齢者が地域の中で自立した生活を送れるよう支援するため、各関係

機関が連携し、高齢者の立場に立った総合的な介護予防施策の展開を図っています。 

その中核として、介護保険課に市直営で設置されている地域包括支援センターを拠

点に、高齢者が住み慣れた地域において、いつまでも自分らしくいきいきと暮らすこ

とができるよう、高齢者支援の体制づくり「地域包括ケアシステム」の実現を目指し

ます。 

地域包括支援センターでは、①総合相談・支援、②権利擁護 21、③包括的・継続的

ケアマネジメント、④介護予防ケアマネジメントの４つの基本機能を有し、保健師、

社会福祉士、主任ケアマネジャーの三職種が相互に連携・協働して、課題解決に取り

組み、高齢者の状況やその変化に応じて、様々な支援が継続的・包括的に提供される

よう対応しています。地域包括支援センターの運営については「地域包括支援センタ

ー運営協議会」が中立・公平の観点から運営内容に関して評価を行います。 

 
■地域包括支援センターのイメージ 

 

 

21 権利擁護：認知症や知的障害、精神障害などを持つ高齢者や障害者が有する人間としての権利を守るため、その

擁護者や代弁者が支援すること。 
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（１）地域支援事業の推進 

要支援・要介護状態になる前から介護予防を行うことにより、要介護状態等に

なった場合も、地域において自立した生活が継続できるようにするため、地域支

援事業を推進します。 

平成 27年度の介護保険制度改正により、予防給付サービスの訪問介護、通所介

護が地域支援事業に移行しました。 

従来の介護保険サービスに加え、ボランティアや NPOなど多様な主体による新

たなサービス提供について検討を行い、要支援者を含む介護予防対象者へ必要な

サービス及びその提供体制の整備を図り、市が取り組む事業として介護予防・生

活支援総合事業を平成 28年 10月から実施しています。 

 

 
■介護保険制度の体系 

 

 

 

介護給付（要介護１～５） 

予防給付（要支援１～２） 

地域支援事業 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（要支援１～２、それ以外の者） 
○介護予防・生活支援サービス事業 
 ・訪問型サービス 
 ・通所型サービス 等 
○一般介護予防事業 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 
（介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護業務、ケアマネジメ

ント支援、地域ケア会議の充実） 
○在宅医療・介護連携推進事業 
○認知症総合支援事業 
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向上事業 等） 
○生活支援体制整備事業（コーディネーターの配置） 

任意事業 

○介護給付費適正化事業 
○家族介護支援事業 
○その他の事業 

介護保険制度 
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＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.介護予防・日常

生活支援総合事

業 

 介護保険法の自立支援・重度化防止の理念に基づき、介護予防サ
ービスを提供します 

(1)介護予防・生活支援サービス事業 

ア．訪問型介護相当サービス 

 介護サービス事業所のホームヘルパーによる身体介護（入浴、

排泄、食事等の介助）や生活援助（掃除、洗濯、一般的な調理、

買い物等）を行います。 

イ．訪問型サービス A 

緩和した基準により多様な主体が担い手として活躍し、生活援

助（掃除、洗濯、一般的な調理等）を行います。担い手の育成を

行います。 

ウ．訪問型サービスＣ 

概ね３ヶ月の短期間、保健・医療等の専門職が自宅を訪問し、

より日常生活に即した相談支援を行います。 

エ．通所型介護相当サービス 

デイサービスセンター等に通い、日常生活上の支援と機能訓練

等を行います。 

オ．通所型サービスＢ 

  住民主体の介護予防の通いの場です。 

周知方法の検討や担い手の育成、場の拡充を行っていきます。 

カ．通所型サービスＣ 

概ね３ヶ月の短期間教室に通い、生活機能を改善するための機

能訓練、栄養改善等を行います。内容や開催方法の検討を行いま

す。 

(2)一般介護予防事業 

高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で自立した日常生活を送れ

るよう、すべての高齢者を対象とした介護予防の普及啓発を行うと

ともに、加齢による身体機能の低下の予防、栄養改善、閉じこもり

予防などを目指した事業を実施します。 

【対象者の把握】 

 生活機能の低下が疑われる高齢者を、地域包括支援センターが
様々な情報等を活用しながら早期に把握するよう努め、地域全体

の介護予防推進を目指します。 

（把握の方法例） 

① 市役所内関係部署との連携による把握 

KDB22の活用、いきいきサロンや出前講座での把握 

②医療機関との連携による把握 

③民生委員等の地域住民からの情報提供による把握 

④本人・家族からの相談による把握 

 把握された対象者が要支援・要介護状態にならないようにするた
めに、介護予防事業の利用を推進します。 

 
22 KDB：国保データベース 
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施策・事業 内   容 

【介護予防の普及啓発】 

 広報誌・市ホームページ・CATV・SNS、パンフレット、出前講

座等で介護予防の重要性等を周知します。 

 CATVでフレイル予防の啓発活動を行うなど、介護予防の普及啓

発に努めます。 

 老人クラブや生きがい活動の行事にて、介護予防の普及啓発を目
的とした介護予防講座を開催する等、介護予防の情報提供を行い

ます。 

【運動機能の向上】 

 身体を動かさないでいると、次第に筋力が弱まり、食欲や活動の意欲
も薄れ、低栄養による衰弱の悪循環に陥りがちです。それぞれの状況

に合った、効率的かつ効果的な介護予防事業を提供します。 

 日常生活などにおける転倒や骨折を防ぐため、「地域元気あっぷ
教室」等の介護予防教室を実施して介護予防に努めます。また、

実施方法や実施回数など、利用者にとって参加しやすい実施を目

指します。 

 令和 4 年度から保険事業と介護予防の一体的な提供を実施する

ために、令和 3年度から準備を進めます。 

【栄養改善・口腔機能の向上】 

 各地区において講座等を実施し、口腔ケア・栄養の大事さなどを
周知します。「地域元気あっぷ教室」について、これまで身体機

能向上が中心となっていましたが、口腔ケアや栄養改善等の予防

面においても積極的に教室に取り入れていきます。 

【独自性のある介護予防の推進】 

 老人クラブが行っている「百歳体操」や、公民館単位で行ってい
る「体操教室」の自主グループの運営を支援し、住民主体の介護

予防の取組を強化します。 

 介護予防は高齢者本人が自覚し取り組むことが重要であるため、
目標を明確化し状態改善を目指すよう促します。 

 介護予防プログラム終了後も、介護予防の効果が持続できるよ
う、高齢者が主体的かつ継続的に参加することができる場や機会

が確保できるよう、地域資源を活用した住民主体の活動の中に、

介護予防的な要素を付加できるよう側面的に支援します。 

 保険者機能強化推進交付金を活用し、介護予防にかかる新たな事
業への積極的な展開や、各種取組の充実を図ります。 

【専門職連携】 

 実効性のある介護予防を推進するため、地域ケア会議等において
専門職（医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士等）との連携を強化

します。 

【事業の評価】 

 PDCAサイクル 23を意識しながら、介護保険事業計画で定める目

標値の達成状況などを評価し、その評価結果に基づいて効果的な

事業全体の改善を目指します。 

 
23 PDCAサイクル：Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）を繰り返すことにより生産管理や

品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法。 
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施策・事業 内   容 

2.包括的支援事業 

①地域包括支援セ

ンターの円滑な

運営及び機能強

化 

 総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント、
介護予防ケアマネジメントを行なうため、保健師、社会福祉士、

主任ケアマネジャー等を配置します。 

 地域保健を担う保健師や社会福祉協議会の職員などは、各々が持
つ情報や連携調整のノウハウを地域包括支援センターに集約し、

介護予防ケアマネジメントや関係機関の調整に活かせるように

努めます。 

 病気を抱えていても、住み慣れた生活の場で療養し、その人らし
い生活を続けられるよう、「地域ケア会議」などの活用や、「サポ

ートやまなしし」とともに医療機関や介護サービス事業者などと

連携を図り、切れ目のない医療と介護の提供体制を構築していき

ます。 

 高齢者に対するフレイルや生活習慣病の予防、生きがいづくり、
健康づくりなどの事業との連続的かつ一体的な推進が重要とな

るため、医療・国保・保健・福祉分野とのシステムの構築を行い

ます。 

① 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業の実施に向けた
体制整備として、KDBシステムを活用し医療・介護・健診情

報を広域連合と共有し専門職によるデータ分析を行い地域

課題の把握と事業化を行います。 

② 介護予防ケアマネジメント事業 

一人ひとりに的確な介護予防サービスを提供するため、介護

予防事業や予防給付、介護保険以外のサービスとの継続性・整

合性を図りながら、一貫した体系の下で介護予防ケアマネジメ

ントを行います。 

③ 総合相談支援事業 

介護保険の申請や介護保険サービスの相談、介護保険以外

のサービスなど幅広く様々な相談に対応し、必要なサービスが

利用できるように支援します。また、地域の高齢者の実態を把

握するとともに、地域でのサービス提供の状況の把握に努めま

す。 

④ 高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業 

⑤ 高齢者の権利擁護のため必要な援助を行う事業 

⑥ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

一人ひとりの状態の変化に対応できるよう、生活全体を勘

案した包括的・継続的ケアマネジメントの実現を図ります。ま

た、地域のケアマネジャーが個々では解決しきれない困難事例

や苦情相談等を抱え込まないよう、ケアマネジャー連絡会議や

研修などを実施し、資質・専門性の向上を図ります。 

②社会保障充実の

ための事業 

(1)在宅医療と介護の連携推進事業 

 在宅医療と介護の連携推進拠点「サポートやまなしし」を市立牧
丘病院内に設置し、在宅医療や介護サービスに関する相談を受け

付け、自宅で安心した生活が送れるよう支援します。 
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施策・事業 内   容 

(2)生活支援体制整備事業 

 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）による高齢者
の生活支援体制の整備、関係機関とのネットワークの充実、サー

ビスの需要供給の調整に努めます。 

 定期的な情報共有、連携強化の場として設置する協議体の機能の
充実を図ります。更には地域の実情に応じて、適宜参画者を募る

ことに努めます。 

 地域ボランティア活動を活用した介護予防の実施に努めます。ま
た、介護予防に繋げる活動を行おうとする地域住民に対して、活

動の場の提供等を行います。 

(3)認知症総合支援事業 

 広報誌・市ホームページ・CATV・SNS・パンフレットや、出前講座

等により認知症に関する啓発活動に努めます。 

 認知症の予防や早期発見、正しい対処方法を専門医が助言する
「もの忘れ相談」を実施します。 

 認知症キャラバンメイトと連携し、認知症サポーターの養成を推
進します。また、より多くの市民が認知症サポーターとなるよう、

啓発活動と養成講座の実施に努めます。 

 認知症の方とご家族が気軽に安心して集え、専門スタッフに相談
できる「認知症ほっとスペース」（認知症カフェ）を実施します。 

 徘徊の恐れがある方を地域全体で見守る「見守りプロジェクト事
業」を啓発していきます。関係機関と連携して行方不明者の早期

発見に努める「徘徊ＳＯＳネットワーク事業」を実施します。 

3.任意事業  一般の高齢者等を対象として、広く介護予防につながる事業、ま
た介護保険の適正な運営に資する事業等を、市町村が任意で地域

支援事業として実施することができます。山梨市では、下記の事

業を任意事業として実施します。（事業の詳細は、「３生活の支援」

の節を参照。） 

① 寝たきり・認知症高齢者介護慰労金支給事業 

② 家族介護用品支給サービス事業 

③ 成年後見制度 24利用支援事業 

④ シルバーハウジング 25生活援助員派遣事業 

⑤ 配食サービス事業 

⑥ 福祉用具・住宅改修支援事業 

⑦ 緊急通報システム（ふれあいペンダント）事業 

 

 

 

 

 
24 成年後見制度：認知症などによって判断能力が低下した人がいる場合に、サポートする人を家庭裁判所から選

任してもらう制度。 

25
 
シルバーハウジング：高齢者向けバリアフリー仕様がなされた公営の集合住宅。生活援助員が常駐し、見守り、

声掛けなどを行う住居。 
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（２）地域支援事業の見込量 

 

事業の種類 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

1.介護予防・日常生活支援総合事業 

総合事業マネジメント数 150人 160人 170人 

訪問型サービス利用者数（延べ人数） 850人 900人 950人 

通所型サービス利用者数（延べ人数） 1,900人 1,950人 2,000人 

2.包括的支援事業 

地域包括支援センター運営推進会議 2回 2回 2回 

地域ケア個別会議（自立支援型含む） 12回 12回 12回 

総合相談（延べ人数） 3,500人 4,000人 4,000人 

介護と医療の連携拠点「サポートやまなし

し」における相談（延べ人数） 
120人 130人 140人 

多職種向け研修会 10回 10回 10回 

権利擁護（成年後見制度支援数） 85人 95人 100人 

市民後見人 5人 5人 5人 

認知症サポーター養成数 100人 300人 350人 

認知症ネットワーク会議の開催 3回 3回 3回 

住民主体の通いの場活動グループ数 5グループ 6グループ 7グループ 

地域まるごと支援会議（地域ケア推進会議）

の開催回数 
3回 3回 3回 

3.任意事業 

配食サービス利用者数 120人 130人 140人 

ふれあいペンダント事業 100人 105人 110人 

高齢者友愛訪問事業（延べ人数） 180人 190人 200人 
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３ 生活の支援 

（１）高齢者の暮らしを支援するサービスの充実 

ひとり暮らし高齢者や介護・支援を必要とする高齢者などが、できる限り住み

慣れた地域で安心して自立した暮らしを送れるように日常生活の支援に努めます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.高齢者の支援サ

ービス 

(1)日常生活用具給付事業 

 65 歳以上の要援護高齢者やひとり暮らし高齢者を対象に防火等

の配慮が必要な場合、日常生活用具（火災報知器・自動消火器・

電磁調理器）を給付します。 

(2)外出支援サービス事業 

 ひとり暮らし高齢者等及び常時車いすを利用している市民税非
課税世帯の高齢者に対し、外出の機会を拡大するとともに外出に

伴う家族の負担を軽減するためのサービスを提供します。 

(3)配食サービス事業 

 調理困難なひとり暮らし高齢者等に対し、配食サービスを提供し
ます。平日で希望する曜日の昼食の配達を実施し、安否確認も行

います。 

(4)寝具類洗濯乾燥サービス事業 

 在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、寝具の衛生管理を支援し健
康の保持を図るため、寝具の洗濯、乾燥のサービスを提供します。 

(5)訪問理美容サービス事業 

 居宅において寝たきり等により、理美容院に出向く事が困難な高
齢者に対して、サービスを提供します。利用回数は年 4回を限度

とします。 

 (6)介護用福祉用具貸与事業 

 介護保険の給付の対象とならない高齢者、傷病等により一時的に
介護用福祉用具が必要な高齢者に対して、車いす、歩行器などの

介護用福祉用具を貸与します。 

 (7)生活管理指導短期宿泊事業 

 要介護認定を受けていない高齢者等のうち、基本的生活習慣の欠
如しているひとり暮らし高齢者及び日常生活を営むのに支障が

あるため、家族介護を受けている高齢者等で家族の疾病等により

介護を受けられない高齢者を、一時的に養護老人ホームへ養護す

るものです。 

 (8)緊急通報システム事業（ふれあいペンダント） 

 在宅の虚弱なひとり暮らし高齢者等に、急病または事故等の緊急
時に迅速な救助等ができる緊急通報システム（ふれあいペンダン

ト）を貸与します。高齢者が緊急援助を必要とする時に委託先事

業者・市・協力員が相互に密接な連携を取りながら、本システム

を利用して救助支援を行います。 
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施策・事業 内   容 

 (9)シルバーハウジング生活指導員派遣事業 

 高齢者が自立して安全で快適な生活を営むことができるように
配慮された公営住宅（シルバーハウジング）に入居している高齢

者に対し、「生活援助員・ライフサポートアドバイザー（LSA）」

を派遣して、生活相談や安否の確認、緊急時の対応等、生活支援

を行います。 

 (10)地域住民グループ支援(高齢者友愛訪問事業) 

 高齢者の生きがいの増進や、相互に助け合い、支え合うため、ひ
とり暮らし高齢者及び虚弱等の高齢者を訪問し、対話、相談等の

活動を行います。（年 12回以上の訪問） 

 (11)高齢者温泉利用割引助成事業 

 健康と福祉の増進を図るため、市営「花かげの湯」「鼓川温泉」
「みとみ笛吹の湯」の利用について一部助成を行います。 

 (12)高齢者福祉施設整備補助金交付 

 市民の健康保持と地域福祉の向上を目的として、区が行なう高齢
者福祉施設整備事業に要する経費について、該当地区に対して補

助金を交付します。 

(13)買い物、外出、見守り支援サービス 

 買物、外出、見守りなどの支援サービスについて、今後の在宅生
活において充実を求める調査結果となっています。庁内の関係部

署やその他関係機関と連携し、効果的なサービスの提供について

取り組みます。 

(14)その他の生活支援サービス 

 在宅生活におけるニーズを把握しながら、その他サービスの充実
を検討していきます。 

2.高齢者の生活支

援の拠点 

(1)老人健康福祉センター 

 高齢者の健康づくりや生きがいづくりなどを支援する施設とし
て活用します。 

(2)地域包括支援センター 

 住み慣れた地域で安心して尊厳ある生活を継続できるように健
康、医療、介護などさまざまな面から高齢者の総合相談に対応し

ます。 
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（２）高齢者への「住まい」の確保 

介護保険の施設サービスでは「介護」を目的とした施設ですが、「住まい」の提

供を目的とする施設が提供するサービスにより、特別な事情を抱える高齢者への住

まいの提供を行います。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.特別な事情を抱

える高齢者への

住まいの提供 

(1)養護老人ホーム  

 環境上の理由及び経済的理由で在宅での養護を受けることが困
難な 65歳以上の高齢者が入所する施設です。 

(2)軽費老人ホーム  

 原則 60歳以上の高齢者で、身寄りがない方、家庭や住宅事情等

により居宅で生活することが困難な方、身体機能の低下又は高齢

等のため独立して生活するには不安がある方などが入所でき、無

料又は低額な料金で、食事の提供その他日常生活上必要なサポー

トを受けられる施設です。 

 

○第８期介護事業計画期間における見込量 

事業の種類 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

養護老人ホーム 37 39 41 

軽費老人ホーム 34 36 38 
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４ 認知症の予防と支援 

認知症施策の推進に当たっては、「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症の発症

を可能な限り遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指

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

進します。 

 
○認知症施策大綱 

 
                                        出典：厚生労働省老健局認知症施策推進室作成資料 

 

（１）普及啓発・本人発信支援の推進 

誰もが認知症になる可能性や、あるいは介護者等として認知症に関わる可能性

があり、認知症は誰にも身近なものであることを、社会全体で確認し、認知症に

対する誤解・偏見がなくなるよう、正しい知識の普及啓発のために、様々な方法

で周知活動を実施します。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.普及啓発・本人

発信支援の推

進 

 認知症支援ネットワーク会議を中心に、講演会や本人発信の場
を設けるなど、認知症になっても安心して地域で暮らせるよ

う、正しい知識の普及に努めます。 

 住民や介護保険事業者等に対し、認知症の理解を深めるための
講座や講演会を開催し、認知症について協働して取り組む体制

を構築します。 
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施策・事業 内   容 

 認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る｢認知
症サポーター｣を積極的に養成します。 

 認知症の人が自らの言葉で語り、いきいきと活動している姿等
を積極的に発信していくため、従来の広報媒体や啓発イベント

での周知に加え、「認知症とともに生きる希望宣言」を活用した、

地域・病院・施設等での周知・広報の強化に取り組みます。 

 認知症の人が自らの能力を発揮し地域とつながりを持った生活
ができるよう、「チームオレンジ」の体制整備に取り組みます。 

 

 

（２）認知症相談の充実 

住民が相談しやすく、認知症の早期の対応や支援が的確に受けられるように、

窓口の整備を図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.認知症相談の

充実 

 身近な相談窓口として地域包括支援センターを周知し、早期対
応や支援を行います。また、医師会と連携し、「もの忘れ相談」

を行い、認知症の早期発見・予防、正しいケアについて助言し

ます。 

 地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、地域
における認知症医療と介護の連携を図ります。 

 「認知症初期集中支援チーム」の活動を充実し、対応困難な認
知症の人と家族に対し、適切な対応を支援することで、住み慣

れた地域で暮らし続けることができる体制の構築を図ります。 

 市内の認知症疾患センターやグループホーム認知症対応型デイ
サービス等により「ほっとスペース事業」（認知症カフェ）を行

い、認知症の人と家族が安心して集える場所を提供します。 

 相談に対応する職員の相談技術の向上を図るため、計画的に研
修を実施します。 

2.認知症ケアパ

スの普及 

 認知症の人ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け
られるよう、認知症の人を支えていく仕組みを整理した「認知

症ケアパス」を普及させます。 

※認知症ケアパスとは 

認知症を発症し、生活する上で様々な支障が出てくる中で、そ

の進行状況にあわせて、いつ、どこで、どのように医療・介護等

のサービスを受ければよいかを標準的に示すものです。 
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（３）認知症の予防対策の推進  

認知症の予防及び状態の改善を図り、認知症の進行を防ぐ工夫に努めます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.認知症予防対策

の推進 

 高齢者生きがい活動支援通所事業（ミニデイサービス）、地域元気
あっぷ教室、出前講座などの中に認知症予防を目的とするプログ

ラムの導入を検討するなど、認知症の進行を防ぐ工夫を図ります。 

 認知症予防について学び、生活の中に取り入れる機会として認知
症予防教室等を開催します。 

 認知症の原因となる疾患の予防に関して、広報誌・市ホームペー
ジ・CATV・SNS 等や、出前講座等を通じて、普及啓発に努めま

す。 

 「認知症ほっとスペース事業」（認知症カフェ）など、介護予防に
資する「通いの場」について、利用者のニーズを把握し、参加率

向上のための改善や工夫に取り組みます。 

 

（４）認知症の生活支援サービスの充実  

認知症になっても、本人の尊厳を守りつつ、認知症高齢者及び介護者や家族の

負担軽減を図る施策を展開します。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.認知症高齢者の

介護者への支援 

 さつきの会（認知症の人と家族の会）などを通じて、認知症高
齢者の介護者や家族と介護について情報交換を行い、悩みや不

安の解消を図りながらリフレッシュできるように支援します。 

 認知症支援ネットワーク会議と連携し、認知症高齢者の見守り
が行なえる地域づくりの体制充実を図ります。 

 「認知症ほっとスペース事業」（認知症カフェ）を実施し、家族
介護者への支援を行います。 

2.徘徊高齢者への

支援 

 認知症の高齢者が行方不明になった場合に、警察・消防・交通
機関など身近な生活に関わる事業者等で早期発見・保護する

「徘徊 SOSネットワーク」を活用します。 

 みまもりあいアプリを普及し、徘徊の恐れがある人が安心して
見守られる地域づくりに努めます。 

3.認知症高齢者グ

ループホームの

サービスの充実 

 認知症高齢者が家庭的な環境の中で精神的に安定した共同生
活を営むグループホームの必要なサービス量を確保し、質の向

上に努めます。 

4.認知症対応型通

所介護事業所の

サービスの充実 

 認知症高齢者にとって必要な日常生活上の世話や機能訓練な
どのサービスを提供する通所介護事業所のサービスの充実に

努めます。 
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５ 権利擁護への取組 

（１）成年後見制度の活用の推進  

高齢者の主体性や尊厳を守り、認知症などで判断力が低下した場合でも、地域

で安心して生活ができるよう、社会福祉協議会や関係機関と連携を図り、日常生

活自立支援事業や成年後見制度などの活用を推進します。 

＜施策・事業の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢者虐待防止対策の推進  

高齢者に対する虐待は、身体的虐待や心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、介

護・世話の放棄・放任など多岐にわたり、また、その事実が表面化しにくい傾向

が強いことから、深刻化しやすくなっています。家庭内や施設内における高齢者

虐待について、行政や関係機関、住民が一体となって、問題の解決に向けた施策

の展開を図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.高齢者虐待防

止の普及・啓発 

 住民へのパンフレットの配布など、高齢者虐待予防の普及啓発
を行い、地域全体で虐待予防、早期発見・早期対応についての

意識を高めます。 

2.高齢者虐待の

早期発見・早期

対応 

 介護保険サービス事業者や相談窓口担当者・関係機関に対して、
高齢者虐待防止への対応や介護者のケアに関する技術的・専門

的な助言や支援を行います。 

3.高齢者虐待の

深刻化の防止 

 困難事例への対応や、高齢者虐待の深刻化を防ぐため、介護保
険サービス事業者や民生委員・児童委員、警察などの関係機関

との連携を深めます。 

施策・事業 内   容 

1.成年後見制度

の活用の推進 

 成年後見制度の利用促進のために、パンフレットの配布や出前
講座等により周知、啓発を行います。 

 認知症高齢者の増加に伴い、専門職後見人の不足が見込まれる
ことから、今後も山梨市成年後見制度利用促進基本計画に基づ

き「市民後見人」の養成を継続します。 

 判断能力の状態や抱える生活課題に応じて、日常的な金銭管理
や介護サービス等の手続きを支援する日常生活支援事業の活用

を推進します。 

 支援が必要な人の早期発見、チームによる見守り体制等を目標
とした地域連携ネットワークを構築します。 
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施策・事業 内   容 

4.高齢者虐待防

止体制の充実 

 介護を必要とする高齢者等への虐待の防止を図るため、虐待予
防・早期対応、アフターケアなどの体制の充実を目指し、介護

保険サービス事業者や民生委員・児童委員、警察、医療機関、

学識経験者などの関係機関との連携を深め、虐待防止ネットワ

ークの体制構築を行います。 

5.高齢者の保護・

介護者の支援 

 保護が緊急に必要な高齢者を速やかに保護し安全を確保するた
め、高齢者の状態に対応する保護施設等の関係機関と連携を図

りながら、一時保護の手配や、安定した生活を送れるように相

談支援を図ります。 

 介護者の心身の健康が回復できるように、支援や相談体制の充
実に努めます。 

  

６ 家族介護の支援 

○家族介護の支援 

高齢者やその家族が安心して生活することができるように、社会福祉協議会や

介護保険事業者、ボランティアや NPO等と協働し、介護者の心身の健康と生活の

質の向上を図り、介護者支援体制の充実に努めます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.介護者支援体制

の充実 

 地域包括支援センターを中心として、家族等の介護者への初期
相談の強化を図ります。 

 介護による離職につながらないよう、介護者の相談に対応しま
す。 

2.在宅医療の推進  住み慣れた地域において継続して生活できるよう、医療での支
援について、「サポートやまなしし」・医師会・薬局・在宅看護

事業者等と連携します。 

3.寝たきり・認知

症高齢者家族介

護慰労金支給事

業 

 介護保険サービスを利用していない寝たきり（要介護 4・5 に

相当）の高齢者または認知症高齢者を在宅で１年以上介護して

いる家族に対し、介護慰労金を交付します。 

4.家族介護用品支

給サービス事業 

 寝たきり（要介護 4・5に相当）の高齢者を在宅で介護している

家族で、非課税世帯に対し、紙おむつ、紙パンツ、尿とりパッ

ト等の介護用品が購入できるクーポン券を配布します。 

5.認知症ほっとス

ペース事業 

 認知症高齢者を自宅で介護する家族等の介護負担の軽減を図る
ため、市内認知症疾患医療センターやグループホーム等に委託

して家族が気軽に集えて、相談や学習ができ、リフレッシュで

きる場を提供します。 
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７ 医療と介護の連携 

○在宅医療と介護の連携の推進  

山梨県地域医療構想では、峡東構想区域の慢性期医療病床数を、令和 7（2025）

年までに 450床減少すると計画しています。そのため在宅医療の体制強化が求め

られています。 

高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること

ができるよう、市立牧丘病院に設置した在宅医療と介護の連携推進拠点「サポー

トやまなしし」とともに、医療と介護サービスを一体的に切れ目なく提供できる

体制づくりを行います。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.地域の医療・介護

資源の把握 

 地域の医療・介護資源のリストを作成・更新し、市民への情報
提供や関係者との連携に活用します。 

2.在宅医療・介護連

携の課題の抽出

と対応策の検討 

 「サポートやまなしし」とともに「山梨市の在宅医療と介護を
語る会」を継続して開催し、課題の抽出と対応策の取組につい

て話し合い実現を図ります。 

3.切れ目のない在

宅医療と介護の

提供体制の充実 

 「山梨市在宅医療と介護を語る会」や「サポートやまなしし」、
医師会等と連携して、在宅医療と在宅介護が一体的に提供で

きる体制の構築を目指します。 

4.医療介護関係者

の情報共有の支

援 

 「サポートやまなしし」で管理運用している医療と介護の連
携システム「メディカルケアステーション 26」を継続して活

用します。 

5.在宅医療・介護連

携に関する相談

支援 

 「サポートやまなしし」を中心に医療・介護の関係者の相談支
援を継続します。 

6.医療・介護関係者

の研修 

 「サポートやまなしし」に委託し医療・介護関係者の合同研修
会を継続して実施し、多職種連携を強化します。 

7.地域住民への普

及啓発 

 毎週 1 回市役所内で「サポートやまなしし」による「医療と

介護のなんでも相談」を継続して実施し、市民が気軽に立ち寄

り医療と介護に関する不安を解消できる場とします。 

 講演会や出前講座の実施を「サポートやまなしし」に委託し、
在宅医療・介護に関する市民への啓発を行います。 

8.在宅医療・介護連

携に関する関係

市町村の連携 

 広域的な連携が必要な事項については、今後も県や近隣市と
の協議を継続します。 

9.在宅介護・介護連

携の推進による、

看取りや認知症

への対応強化 

 退院支援から看取りまで、多職種による切れ目のない医療・介
護サービスを受けられる仕組みの構築のため、専門職の研修

会を開催するほか、在宅医療や看取りについて市民の理解を

深めるため、シンポジウムを開催します。 

 
26 メディカルケアステーション：医療・介護現場で利用している多職種情報連携・共有のためのコミュニケーシ

ョンツール。 
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８ 自立支援と重度化防止等に向けた取組 

この計画においては、高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を、住み慣れ

た環境のなかで送ることができるよう、さまざまな取組を行うこととしています。 

次に掲げる事項については、目標を掲げて取り組み、その成果を評価することによ

り、高齢者の自立支援と重度化防止を図ります。 

評価については、年度ごとに行います。 

 

（１）自立支援と重症化防止策における実績 

本市では、住み慣れた地域で生きがいを持って自立した暮らしができるように、

第 7期計画においては、以下の 5項目に注力し、数値目標を掲げて取り組んでき

ました。 

取組 目標 実績 

(1)地域包括支援センター運営推進会議の開催 

運営状況や体制を保険者・住民代表等に報告することにより、アドバイスを受ける。 

・地域包括支援センター運営推進会議の開催 年 2回 年 2回 

(2)地域ケア会議による地域課題解決の仕組みづくり 

5つの機能（①個別事例の課題解決、②地域包括支援ネットワークの構築、③地域課題

の発見、④地域課題のための地域づくり、⑤地域課題解決のための政策形成）を活用 

・まるごと支援ネットワーク会議（政策形成・ネットワーク構築） 

・医療と介護を語る会（課題発見と解決） 

・個別地域ケア会議（個別事例の課題解決） 

年 4回 

年 12回 

年 12回 

年 2回 

年 12回 

年 12回 

(3)切れ目ない在宅医療と介護が提供される体制の構築 

① 医療と介護の連携推進拠点『サポートやまなしし』を継続し、市民や多職種の相談支援
を実施 

② 医療・介護関係者の情報共有ツール『メディカルケアステーション』の運用 

③ 医療・介護関係者向け研修会の開催 

④ 市民向け啓蒙講演会及び出前講座の開催 

⑤ 多職種による山梨市の医療と介護を語る会の開催 

① 『サポートやまなしし』での相談者        

② 『メディカルケアステーション』アクセス数      

 

③ 多職種向け研修会    

④ 市民向け講演会     

市民向け出前講座   

⑤ 医療と介護を語る会  

年間 100人 

年間延べ 

2000件 

年 2回 

年 1回 

年 10回 

年 12回 

年間 120人 

年間延べ 

1676件 

年 14回 

年 1回 

年 6回 

年 12回 
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取組 目標 実績 

(4)認知症支援の取組の継続 

① 認知症支援ネットワークの開催により、認知症施策を話し合うとともに、年度ごとの
取組に関する評価を受ける 

② 認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員、認知症疾患医療センター、及び
医師会との連携により、認知症早期診断と対応に繋がる体制の継続 

③ 認知症サポーターを養成し、認知症に関する正しい知識を普及させ支援する市民を増
やす 

④ 認知症カフェの開催による介護者の支援体制の構築 

⑤ 認知症の人の見守りネットワークの継続 

① 認知症ネットワーク会議の開催             

② 認知症初期集中支援チーム対応者         

認知症初期集中支援チームカンファレンス       

物忘れ相談       

③ 認知症サポーター養成     

④ 認知症トレーニング教室 

⑤ 認知症カフェ      

徘徊 SOSネットワーク登録数  

みまもりあいアプリダウンロード数  

年 4回 

月 10件 

年 12回 

年 12回 

年300人養成 

年 2回 

年 12回 

新規 10件 

820件 

年 2回 

月 5件 

年 10回 

年 11回 

年282人養成 

年 16回 

年 8回 

新規 18件 

680件 

(5)介護支援専門員のケアマネジメントの向上 

  研修会を通じ、サービスの質の向上を図るとともに、高齢者の自立支援と重度化防止に

配慮したケアマネジメントの習得を促す 

・主任介護支援専門員研修  

・介護支援専門員研修   

・介護支援専門員からの相談   

2カ月に1度 

2カ月に1度 

随時 

2カ月に1度 

2カ月に1度 

随時 
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（２）自立支援と重症化防止策における目標 

第 8期計画に向けては、以下の取組を実施していきます。また、国では市町村

や都道府県の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための保

険者機能強化推進交付金を創設しており、この交付金を活用し、新たな事業への

積極的な展開を含めて、いっそう各種取組の強化を図ります。 

 

①取組指標 

取組 目標 

(1)地域包括支援センター運営推進会議の開催 

 ・運営状況や体制を保険者・住民代表等に報

告することにより、アドバイスを受ける。 

 

・地域包括支援センター運営推進会議の開催 

      年 2回 

(2)地域ケア会議による地域課題解決の仕組み

づくり 

 ・5つの機能（①個別事例の課題解決 ②地

域包括支援ネットワークの構築 ③地域

課題の発見 ④地域課題のための地域づ

くり ⑤地域課題解決のための政策形成）

を活用 

 

・まるごと支援ネットワーク会議（政策形成・

ネットワーク構築）    年 3回 

・医療と介護を語る会（課題発見と解決） 

         年 12回 

・個別・自立支援型地域ケア会議（個別事例

の課題解決）         年 12回 

(3)切れ目ない在宅医療と介護が提供される体

制の構築 

① 医療と介護の連携推進拠点『サポートや
まなしし』を継続し、市民や多職種の相談

支援を実施 

② 医療・介護関係者の情報共有ツール『メ
ディカルケアステーション』の運用 

③ 医療・介護関係者向け研修会の開催 

④ 市民向け啓蒙講演会及び出前講座の開催 

⑤ 多職種による山梨市の医療と介護を語る
会の開催 

 

 

① 『サポートやまなしし』での相談者 

       年間 100人 

② 『メディカルケアステーション』アクセ
ス数         年間延べ2000件 

③ 多職種向け研修会           年 2回 

④ 市民向け講演会            年 1回 

市民向け出前講座           年 10回 

⑤ 医療と介護を語る会          年 12回 

(4)認知症支援の取組の継続 

① 認知症支援ネットワークの開催により、
認知症施策を話し合うとともに、年度ご

との取組に関する評価を受ける 

② 認知症初期集中支援チームと認知症地域
支援推進員、認知症疾患医療センター、

及び医師会との連携により、認知症早期

診断と対応に繋がる体制の継続 

③ 認知症サポーターを養成し、認知症に関
する正しい知識を普及させ支援する市民

を増やす 

④ 認知症カフェの開催による介護者の支援
体制の構築 

⑤ 認知症の人の見守りネットワークの継続 

 

① 認知症ネットワーク会議の開催 年 3回 

② 認知症初期集中支援チーム対応者 

           月 10件 

認知症初期集中支援チームカンファレン

ス            年 12回 

物忘れ相談         年 11回 

③ 認知症サポーター養成  年 300人養成 

④ 認知症カフェ         年 12回 

徘徊 SOSネットワーク登録数 新規 10件 

みまもりあいアプリダウンロード数 

 820件 
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取組 目標 

(5)介護支援専門員のケアマネジメントの向上 

 ・研修会を通じ、サービスの質の向上を図る

とともに、高齢者の自立支援と重度化防止

に配慮したケアマネジメントの習得を促

す 

 

主任介護支援専門員研修      年 3回 

介護支援専門員研修         年 3回 

介護支援専門員からの相談     随時 

 

②成果（アウトカム）指標 

成果指標 目標数値 

主観的幸福感の高い高齢者の割合 7点以上の人が 80％以上 

主観的健康感の高い高齢者の割合 
「とてもよい」「まあよい」と回答した人が

85％以上 

外出を控えている割合 40％以下 

地域における健康づくり活動や趣味等のグル

ープ活動に参加している割合 
10％以上 

いきがい、趣味のある高齢者の割合 それぞれ 70％以上 

認知症に関する相談窓口を知っている割合 60％以上 

認知症になっても地域で暮らせると思う人の

割合 
60％以上 

 ※目標数値の達成状況は、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を実施し確認していきます。 
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基本目標Ⅱ 自立した自分らしい生活を実現する 

○介護保険サービスの種類 

 
 

 

１ 予防給付サービスによる要介護状態の重度化防止 

（１）予防給付サービスによる要介護状態の重度化（要介護 1以上）防止 

介護保険法の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から、軽度の要

介護認定者に対する保険給付では、「今後は自分でした方がよいと考える生活行為

を自分でするようになること」を目標に、利用者一人ひとりの状態にあったサー

ビスを組み合わせることにより、要介護 1以上への状態の悪化防止を目指します。 

なお、平成 27年度の介護保険制度改正により、予防給付サービスのうち訪問介

護、通所介護は、平成 28年 10月から市が取り組む介護予防・生活支援総合事業

に移行しました。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.介護予防ケア

マネジメント 

 本人の生活機能の改善可能性を評価し、「本人の意欲」を高め、
できることを増やしていく自立支援のケアマネジメントの方法

を強化します。 

 明確な目標設定を行い、一定期間後には初期の目的が達成され
たかを評価する目標指向型のサービス提供を図ります。 

 利用者の状態のみに着目するのではなく、要介護状態にいたる
直接的及び間接的な原因にも着目して、介護予防ケアマネジメ
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施策・事業 内   容 

ントを行います。 

 介護予防ケアマネジメントは、公正・中立の立場である地域包括
支援センターが原則として介護予防プランを作成します。指定

居宅介護支援事業者に委託した場合にも、最終的に地域包括支

援センターにおいて確認及び適切な指導を行います。 

 「自立支援型地域ケア会議」「地域ケア個別支援会議」を継続し、
自立支援型マネジメントの考え方や目標設定について共通理解

を図ります。 

 「山梨市サービス事業所連絡会介護支援専門員部会」や「主任介
護支援専門員連絡会」を通して、情報共有や自立支援型のマネジ

メント方法、地域包括ケアシステムの体制整備に向け課題の検

討などを行っていきます。 

 

2.介護予防サー

ビス 

(1)訪問系サービス 

 介護予防訪問入浴介護 27、介護予防訪問看護、介護予防訪問リ

ハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導 28は、生活機能

の向上を図るなかで、利用者の状況に応じて、サービスを提供し

ます。 

 

(2)通所系サービス 

 介護予防通所リハビリテーションは、個々の利用者の介護予防
プランで課題とされる「生活行為」の改善を目的とした「生活行

為向上支援」を付加した予防給付です。 

 「特有の機能」として、介護予防通所リハビリテーションでは
「リハビリテーション」の位置づけとともに「運動機能の向上」

「栄養改善」「口腔機能の向上」に関するメニューを設け、利用

者の状態に応じて必要なメニューを提供します。 

 

(3)短期入所系サービス 

 介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護は、家族
の病気や家庭の事情などの生活環境要因により、一時的に在宅

におけるサービス利用が困難となった場合に、生活機能の低下

をきたすことがないよう、施設において、入浴、食事など通所系

サービスと同様のサービスを提供します。 

 

(4)入居系サービス 

 介護予防特定施設入居者生活介護は、できるかぎり生活機能の
向上に配慮しつつ、日常生活上の支援等のサービスを提供しま

す。 

 

 

 
27 介護予防訪問入浴介護：居宅に浴室がなく、感染症などの理由によりその他の施設における浴室の利用が困難

な場合に提供します。 

28 介護予防居宅療養管理指導：基礎疾患などを抱えている方が、医師や看護師による医学的管理を受ける必要が

ある場合などに提供します。 
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施策・事業 内   容 

(5)介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具購入費補助 

 福祉用具を利用し、自分で「できる行為」の幅を広げていくことを
目標として、貸与・購入費補助が受けられるサービスです。自立支

援のための要素の一つとして提供するため、「生活行為」の向上に向

けた支援やリハビリテーションとの連携を図ります。 

 

3.地域密着型介

護予防サービ

スの充実 

 地域密着型介護予防サービス（介護予防認知症対応型通所介
護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型

共同生活介護）は、地域にあって、利用者の尊厳が尊重され、

その人らしい生活を送ること、また今までのような人間関係や

社会関係を維持すること等をケアに組み込みながら、日常生活

上の支援等のサービスを提供します。 

 

4.介護予防住宅

改修 

 自宅で自立した生活を続けることができるよう、住環境を整え
るための住宅改修費の一部を支給します。 

 

5.介護予防支援

の充実 

 介護予防支援（介護予防プランの作成）は、要支援１、２と判
定された方に、地域包括支援センターが介護予防の計画を作成

するサービスです。この計画作成は、指定居宅介護支援事業所

へ委託することもできます。 
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（２）介護予防サービスの見込量 

  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

（１）介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 
回数（回/月） 0.0 0.0 0.0 

人数（人/月） 0 0 0 

介護予防訪問看護 
回数（回/月） 29.3 30.9 35.7 

人数（人/月） 14 15 15 

介護予防訪問リハビリテーション 
回数（回/月） 195.8 197.5 197.5 

人数（人/月） 25 25 25 

介護予防居宅療養管理指導 人数（人/月） 15 15 16 

介護予防通所リハビリテーション 人数（人/月） 68 69 69 

介護予防短期入所生活介護 
日数（日） 24.0 24.0 24.0 

人数（人/月） 3 3 3 

介護予防短期入所療養介護（老健） 
日数（日） 0.0 0.0 0.0 

人数（人/月） 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 
日数（日） 0.0 0.0 0.0 

人数（人/月） 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護(介護医療

院) 

日数（日） 0.0 0.0 0.0 

人数（人/月） 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 人数（人/月） 145 146 147 

特定介護予防福祉用具購入費 人数（人/月） 3 3 3 

介護予防住宅改修 人数（人/月） 3 3 3 

介護予防特定施設入居者生活介護 人数（人/月） 5 6 7 

（２）地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 
回数（回/月） 0.0 0.0 0.0 

人数（人/月） 0 0 0 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数（人/月） 5 5 6 

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数（人/月） 0 0 0 

（３）介護予防支援 人数（人/月） 194 196 197 

 
 



69 

 

２ 介護給付サービスの充実 

（１）地域の仲間に見守られる在宅介護サービスの充実 

介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安全、安心した生活を送れる

ようなサービスの提供を図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.介護給付居宅

サービス 

(1)訪問系サービス 

 訪問介護（ホームヘルプ）：ホームヘルパーなどが家庭を訪問し
て、食事、入浴、排泄などの身体介護や、掃除、洗濯、食事づく

りなどの家事援助を行なうサービスです。 

 訪問入浴介護：寝たきりの高齢者等の家庭を入浴車等で訪問し、
入浴の介助を行なうサービスです。 

 訪問リハビリテーション：理学療法士や作業療法士等が家庭を
訪問し、医師の指示に基づいて日常生活の自立を助けるための

リハビリテーションなどを行なうサービスです。 

 居宅療養管理指導：医師、歯科医師、薬剤師等が訪問して療養生
活を送るために必要な指導を行なうサービスです。 

(2)通所系サービス 

 通所介護（デイサービス）：デイサービスセンター（通所介護施
設）で、食事、入浴の提供など日常生活の世話、機能訓練などを

行なうサービスです。 

 通所リハビリテーション：病院・老人保健施設等に通ってリハビ
リテーションを行なうサービスです。 

(3)短期入所系サービス 

 短期入所生活介護：施設などに短期間入所している要介護者等
に、食事、入浴、排泄などの日常生活上の世話等を行なうサービ

スです。 

 短期入所療養介護：施設などに短期間入所している要介護者等
に、医学的管理のもとで看護･介護･リハビリテーションその他

必要な医療及び日常生活上の世話等を行なうサービスです。 

(4)入居系サービス（特定施設入居者生活介護） 

 特定施設入居者生活介護：自立した生活が継続できるよう工夫
された、ひとり暮らしや夫婦のみの世帯の高齢者を対象にした

住居や、有料老人ホームなどで生活する方が受けるサービスで

す。食事、入浴、排泄などの介護や、機能訓練が受けられます。 

(5)福祉用具貸与・福祉用具購入費補助 

 福祉用具貸与：心身の機能が低下した高齢者に車いすやベッド
など、日常生活の自立を助ける用具を貸与するサービスです。 

 福祉用具購入費補助：入浴・排泄関連用具など介護保険適用の対
象となる福祉用具の購入を支援するサービスです。 
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施策・事業 内   容 

2.地域密着型サ

ービス 

（住み慣れた地域

を離れずに生活

を続けられるよう

に、地域の特性

に応じた柔軟な

体制で提供され

る サ ー ビ ス で

す。） 

 

(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日
中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれ

が密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行なうサ

ービスです。 

 山梨市内に未整備のため、今期計画中に 1施設を整備します。 

(2)複合型サービス 

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービス
や地域密着型サービスを組み合わせて提供が受けられるサービ

スです。 

(3)夜間対応型訪問介護 

 夜間、定期的な巡回訪問又は常駐者への通報により、24 時間、

訪問介護が受けられるサービスです。 

(4)認知症対応型通所介護 

 認知症の要介護者が受けられるサービスです。現在は 2 施設で

15人の定員が確保されています。 

(5)小規模多機能型居宅介護 

 デイサービスを基本に、必要に応じて随時、ホームヘルプサービ
スやショートステイを組み合わせて、身近な地域で「なじみの」

介護職員による多様な介護が受けられるサービスです。現在は 3

施設で 87人の登録定員が確保されています。 

(6)認知症対応型共同生活介護 

 認知症の要介護者が、生活支援を受けながら共同生活をする施
設であるグループホームにおいて、施設内で行なわれた介護サ

ービスが介護保険の適用を受けるというものです。現在は 4 施

設で 60人の定員が確保されています。 

(7)地域密着型特定施設入居者生活介護 

 定員29人以下の介護専用特定施設（介護付有料老人ホーム、ケアハ

ウス等）です。現在は1施設で29人の定員が確保されています。 

(8)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 定員 29人以下の介護老人福祉施設です。現在は 3施設で 87人

の定員が確保されています。 

(9)地域密着型通所介護 

 制度改正により、平成 28年 4月から利用定員 18人以下の小規

模通所介護が地域密着型サービスに移行しました。現在は 11施

設で 149人の定員が確保されています。 

 

3.住宅改修  自宅で自立した生活を続けることができるよう、住環境を整え
るための住宅改修費の一部を支給します。 

 

4.居宅介護支援  要介護と認定された方に、指定居宅介護事業所のケアマネジャ
ーが介護サービスの計画を作成します。 
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施策・事業 内   容 

5.地域マネジメ

ントの推進 

 適正なサービス供給量を維持できるよう、状況把握に努めます。 
 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の指定について、サービ
スの供給量を事業計画に基づいて調整できるよう、県に対し指

定拒否または条件付加を求めます。 

 居宅サービス全体についても状況により、条件付加を求めます。 
 地域密着型通所介護の指定については、サービス供給量に照ら
して指定拒否または条件付加ができることとします。 

 地域密着型サービス全体についても、指定にあたっては条件を
付加する場合があります。 

 

（２）安心して暮らせる施設サービスの提供 

入所者の尊厳ある生活を保障し、一人ひとりの個性を尊重した介護が行なわれ

るように、施設サービスの提供を図ります。 

また、重度の要介護認定者を含め、入所者一人ひとりに合った適切な介護が提

供できるように、支援及び指導を行います。 

このほか、在宅生活に向けての支援体制を充実することにより在宅復帰を促し、

真に入所を必要とする高齢者すべてが施設サービスを利用できるように努めます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.介護給付施設サ

ービス 

(1)介護老人福祉施設 

 つねに介護が必要で、在宅介護ができない要介護 3以上の認定

者が利用できる施設です。 

 市内には 3 施設あり、そのほか市外の施設で提供されていま

す。 

 

 (2)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要介護認
定者が利用できる施設です。 

 市内には施設がないため、市外の施設で提供されています。 

 (3)介護療養型医療施設 

 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間に
わたり療養が必要な要介護認定者が利用できる施設です。 

 市内には施設がなく、市外の施設で提供されています。この施
設は、本計画期間中に「介護医療院」へ転換されます。 

(4)介護医療院 

 長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管
理、看護、医学的管理の下における介護及び、機能訓練その他

必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする

施設です。 

 介護療養病床からの転換により、創設されたサービスです。 

 療養病床からの円滑な転換を図るため、療養病床に入院してい
る高齢者等への支援、相談窓口の充実、医療機関等との連携強

化を図ります。 
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【参考】有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅について 
近年、多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、県との連携強化を図り、質

の確保を図ることが重要となっています。なお、本市の設置状況については以下のとおりで

す。 

種類 市内箇所数 合計定員・戸数 

有料老人ホーム 3箇所 109人 

サービス付き高齢者向け住宅 4箇所 123戸 

出典：県資料（令和 2年 7月 1日現在）          
 
 
 

（３）介護給付サービスの見込量 

   令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

（１）居宅サービス 

訪問介護 
回数（回/月） 4,985.9 5,099.7 5,174.4 

人数（人/月） 259 264 266 

訪問入浴介護 
回数（回/月） 129.4 133.0 140.8 

人数（人/月） 28 29 30 

訪問看護 
回数（回/月） 663.5 692.0 703.3 

人数（人/月） 134 138 140 

訪問リハビリテーション 
回数（回/月） 1,307.3 1,346.9 1,352.4 

人数（人/月） 118 118 118 

居宅療養管理指導 人数（人/月） 213 216 219 

通所介護 
回数（回/月） 5,386.8 5,575.0 5,662.8 

人数（人/月） 406 410 414 

通所リハビリテーション 
回数（回/月） 961.3 974.2 999.4 

人数（人/月） 124 126 131 

短期入所生活介護 
日数（日） 2,995.4 2,902.2 2,925.0 

人数（人/月） 171 162 164 

短期入所療養介護（老健） 
日数（日） 26.1 26.1 26.1 

人数（人/月） 3 3 3 

短期入所療養介護（病院等） 
日数（日） 30.1 30.7 31.0 

人数（人/月） 1 1 1 

短期入所療養介護(介護医療院) 
日数（日） 0 0 0 

人数（人/月） 0 0 0 

福祉用具貸与 人数（人/月） 638 641 644 

特定福祉用具購入費 人数（人/月） 14 15 15 

住宅改修費 人数（人/月） 7 8 8 

特定施設入居者生活介護 人数（人/月） 39 40 40 
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   令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

（２）地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数（人/月） 8 10 12 

夜間対応型訪問介護 人数（人/月） 0 0 0 

地域密着型通所介護 
回数（回/月） 1,500.7 1,513.0 1,547.6 

人数（人/月） 157 159 161 

認知症対応型通所介護 
回数（回/月） 261.9 267.1 275.0 

人数（人/月） 18 18 18 

小規模多機能型居宅介護 人数（人/月） 51 53 53 

認知症対応型共同生活介護 人数（人/月） 53 54 55 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数（人/月） 20 21 22 

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 
人数（人/月） 80 84 87 

看護小規模多機能型居宅介護 人数（人/月） 0 0 0 

（３）施設サービス 

介護老人福祉施設 人数（人/月） 198 207 207 

介護老人保健施設 人数（人/月） 158 158 159 

介護医療院 人数（人/月） 2 1 8 

介護療養型医療施設 人数（人/月） 0 0 0 

（４）居宅介護支援 人数（人/月） 974 979 1,005 
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３ 適切なケアマネジメントによる重度認定者の悪化防止 

○適切なケアマネジメントによる重度認定者の悪化防止 

重度の要介護認定者の更なる状態の悪化防止と生活の質的向上を図るとともに、

住み慣れた環境の中で生活を送ることができるように、支援体制の向上に努めま

す。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.重度の要介護認

定者への支援体

制の充実 

 一人ひとりの希望や心身の状態、家族の状況などに合った支援
が行なえるように、また、介護以外の問題にも対処できるよう

に、多職種が連携した包括的なサービスの提供を図ります。 

 在宅の介護と医療を適切に組み合わせる定期巡回・随時対応型
訪問介護看護の提供ができるような環境づくりに努めます。 

 介護支援専門員が開催するサービスの担当者会議に必要に応
じ、主治医の同席を促し、地域包括支援センターも同席し指導

をします。 

 高齢者が住みなれた環境の中で尊厳を保持し、人生を全うでき
るように、介護支援の提供体制の充実に努めます。 

 在宅医療と介護の連携推進拠点「サポートやまなしし」との連
携により切れ目のない医療と介護の連携体制が整備され、安心

して在宅療養ができるよう支援します。 

2.小規模多機能型

サービスの充実 

 在宅で 24時間・365日、切れ目なく、適時適切に日中の通い、

一時的な宿泊、緊急時や夜間の訪問サービスといった複数のサ

ービスが、一体的・複合的に提供できる拠点があることは、要

介護認定者や家族の安心につながるため、地域密着型サービス

の一つである小規模多機能型サービスの充実に努めます。 

3.介護保険 3 施設

の機能の強化 

 重度の要介護認定者が施設退所後の在宅での生活を安心して
迎えられるように、施設機能を地域にも生かし、在宅生活との

連続性ある支援を図れるように、施設との連携強化に努めま

す。 

4.口腔ケアの推進  歯科医師会・歯科衛生士会等と連携し、低栄養、誤嚥（食べ物
や異物を気管内に飲み込むこと）性肺炎の予防に有効である口

腔ケアを推進します。 
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基本目標Ⅲ 地域の中で元気に活躍する 

１ 地域を担う人材として主体的に活動する 

（１）住民の自主的な活動の促進 

本市では、社会福祉協議会内にボランティア市民活動センターが設置されてお

り、ボランティア活動に関する種々の相談対応や各種の情報提供を行なうととも

に、研修会などを実施しています。また、ボランティアコーディネーターがボラ

ンティア活動に関する相談に応じたり、ボランティア活動をしたい人と求める人

とをつなぐなどの支援を行なっています。 

これからも地域住民による支えあい、助け合い活動の促進を図ることにより、

地域住民の自主的な活動の促進及び活性化を目指します。 

 
■ボランティア市民活動センターの施策・事業 

○ボランティア育成事業 1  ボランティアコーディネーターの設置 

○ボランティア市民活動

センター事業 

1  ボランティア情報誌発行事業 

2  インターネット情報発信事業 

3  相談・登録・需給調整事業 

4  活動支援・基盤整備事業 

5  入門講座 

6  活動別養成講座 

7  各種研修の開催 

8  福祉教育推進事業 

9  福祉のまちづくり関連事業 

10 災害時福祉救援ボランティア活動推進事業 

 

 ＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.福祉のまちづく

りの推進 

 社会福祉協議会が運営するボランティア市民活動センター
の活動強化を図り、自助・住民参加・互助の視点に立った福

祉のまちづくりを推進します。 

2.ボランティア活

動の推進 

 ボランティア同士の仲介や、経験を生かして様々な相談に対
応するボランティアコーディネーターの支援・育成に努め、

ボランティア相互の交流や、技術の向上を促進します。 

 広報誌・市ホームページ・CATV・SNS等を活用して、ボラ
ンティア活動についての情報提供を行います。 

 ボランティア講座、ボランティア体験学習の実施、相談体制
の充実等により、住民のボランティア活動への参加を促進し

ます。 

 早期から社会参加の意義とボランティア活動に関する基礎
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施策・事業 内   容 

的な知識を習得できるように、小・中学校におけるボランテ

ィア活動を推進します。 

 山梨市ボランティア連絡会を通じて、市内のボランティア活
動の活性化を図ります。 

 県内のボランティア・NPO 情報の掲示板であるボランティ

ア・NPOボードの設置箇所を増やすことにより、市民がボラ

ンティア情報を目にする機会を増やします。 

 「ボランティアポイント」の制度化や有償ボランティア等、
新たな仕組みの導入を目指します。 

3.地域住民等の自

主的・主体的な

活動の促進 

 ボランティア団体や老人クラブなどを通して、ひとり暮らし
高齢者の見守り活動や支えあい活動の展開を図ります。 

 通所型サービス Bなど住民主体の通いの場の拡充や支援を継

続していきます。 

4.各種団体や企業

の社会貢献活動

の促進 

 各種団体や企業の社会貢献活動が活発化するように、情報の
提供や各種活動に対する支援を検討します。 

 地域の課題を解決し、地域に貢献する公益性の高い NPO 等

の活性化に向けて支援を検討します。 

5.地域一体となっ

た支援体制の確

立 

 地域まるごと支援会議を中心に、世代や分野を超えた地域の
支え合い体制の整備を行っていきます。地域支え合い講演会

や地区ごとの学習会を開催し、住民主体の通いの場の拡充や

担い手の育成など生活支援サービスの充実を図ります。 

 住民、ボランティア団体、企業なども含めた、多様な団体や
機関、施設のネットワーク化を図っていきます。 

 

（２）交流機会の拡充 

高齢者同士の交流を重ねることは、仲間づくりの機会になるだけでなく、高齢

者自身が地域の課題や高齢者を取り巻く環境について考えるきっかけともなるた

め、交流機会の拡充に向けて取り組みます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1．交流の場・機会

の拡充 

 

 

 高齢者同士の交流を促進し、仲間づくりや地域の情報の交換
などが活発に行なわれるように、交流の場や機会の拡充に努

めます。 

 「通所型サービスＢ」など、住民主体の通いの場の拡充、支
援に努めます。 

 社会福祉協議会が各地区で推進している「ふれあい・いきい
きサロン 29」の拡充に努めます。 

 

29 ふれあい・いきいきサロン：高齢者同士の交流や仲間づくり等を目的に、定期的に公民館などに自主的に集まる場
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施策・事業 内   容 

2.世代間交流の促

進 

 高齢者の社会参加のきっかけとなるように、多くの市民が参
加するお祭りやイベントへの参加呼びかけなど、若い世代と

の交流機会の拡充を図ります。 

 小学校児童の下校時刻にあわせ、地域の高齢者が通学路を巡
回し、高齢者と児童の交流促進、安全確保を図ります。また

地区行事において、児童生徒の協力や参加を得られるよう、

学校を通じて保護者への周知を行います。 

 グラウンドゴルフやゲートボールなどを通じて、各地域の小
学生と高齢者の交流を深め、高齢者の生きがいと児童の敬老

意識の向上を図ります。 

 

 

 

（３）地区組織活動の支援 

老人クラブをはじめとする地区組織は、身近な社会参加の場となります。また、

高齢者の積極的な社会活動への参加は、地域コミュニティの再生・活性化にもつ

ながるため、各種活動への参加促進や活動への支援を図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.地域組織活動の

支援 

 老人クラブをはじめとする地域活動が活発に行なわれるよう
に、会員の参加促進や活動の場の提供などを支援します。 

 高齢者通いの場事業の周知を図り、継続、拡大できるよう支
援していきます。 

2.リーダーの養成  高齢者の自主的な活動を活発化していくには、リーダーの養
成が必要となるため、講習会や交流会等の開催を図ります。 

3.社会活動への参

加意識の醸成 

 各種団体と連携を図りながら、ボランティアや地域活動への
参加の意識が高まるように啓発します。 

4.生活支援体制の

充実 

 生活支援・介護予防サービスの安定した提供を目的として、
生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）と協議体

の機能を充実させます。 

 

 

のことで、高齢者が主体となって運営していくものです。 
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２ 経験を生かし、いきいきと活躍する 

（１）活躍の場や機会の拡充 

高齢者が培ってきた知識や経験を生かして、地域の抱えている課題の解決に向

けての取組や、育児や介護者への支援など、高齢者の活躍の場の拡充を図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.高齢者の活躍を

支援する体制の

整備 

 地域や社会への貢献を希望している高齢者を対象に、求めら
れる技術・技能を取得できる講座の開催を、社会福祉協議会や

各種団体等と協議し検討していきます。 

2.おじいちゃん先

生・おばあちゃ

ん先生派遣事業 

 長年培ってきた知識と経験からすばらしい特技を持つ高齢者
を先生として登録し、地域文化の伝承や昔の遊びなどの指導

を通じて、高齢者と児童との交流を図ります。 

3.ことぶきマスタ

ー制度 

 人生経験から培ってきた高齢者の知識や技能、生活の知恵な
ど様々な能力は、貴重な財産です。この貴重な財産を広く住民

が認識し、次代の生活のために伝えます。 

 ことぶきマスター登録者の募集や啓発活動を行い、人材発掘
に努め、活躍の場の提供を図ります。 

4.ボランティア活

動等への参加促

進 

 ボランティアや地域活動への参加の意識が高まるように、啓
発活動を推進します。 

 老人クラブ会員による地域福祉活動を促進します。 

 社会福祉協議会が運営するボランティア市民活動センターを
通じて、高齢者のボランティア活動への参加促進を図ります。 

 元気な高齢者が介護の担い手となるような、高齢者ボランテ
ィアグループの育成・支援を図ります。 

5.伝統行事・地域

イベントへの参

加促進 

 伝統文化・芸能の伝承や地域行事での後継者育成において、高
齢者がその中心的役割を担うことにより、高齢者の社会参加

を促進します。 

 若い世代への地域文化の伝承を図るとともに、高齢者から若
年の高齢者へ伝承することにより、高齢者同士の交流を活発

化する取組を行います。 

6.まちづくり計画

等への参加促進 

 各種の計画づくりへの参加促進を図ります。 
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（２）雇用・就業への支援 

高齢者の豊富な知識、技能、経験を生かすことができるように、シルバー人材

センターへの支援をはじめ、雇用情報の提供や就業相談など雇用・就業機会の充

実を図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.雇用情報の提

供と相談窓口

の整備 

 地域職業相談室の機能を活用し、県やハローワークと連携する
中で、雇用情報の提供と相談窓口の充実に努めていきます。 

2.継続雇用と再

就職の推進 

 高齢者の継続雇用や再就職に関する研修会を開催することによ
り、事業主への普及、啓発を実施し、民間企業における高齢者

の就労機会の確保に努めます。 

 高齢者の体力や健康状態等に配慮した就労環境となるよう、関
係機関を通じて事業主へ働きかけます。 

3.自営・起業への

支援 

 創業支援計画により、自営・起業を希望する高齢者を支援する
ため、山梨市商工会や金融機関と連携し、情報提供を行います。 

4.シルバー人材

センターへの

支援 

 シルバー人材センターが行なう事業への支援を行います。 

 登録者が働きやすい環境で就業できるよう、事業運営を支援し
ていきます。 
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３ 仲間とともに学びスポーツを楽しむ 

生涯学習やスポーツ・レクリエーション活動の活発化を図るための各種講座や教室

を開催し、これらの様々な活動に多くの高齢者が参加できるように図っていきます。 

高齢者一人ひとりが豊かで充実した人生を送ることができるように、仲間とともに

学んだり、スポーツ・レクリエーション活動に楽しみながら参加できるような講座や

教室の充実を図ります。 

 

（１）学習活動やスポーツ・レクリエーション活動等の充実 

高齢者が生活にゆとりや潤い、そして生きがいを感じられるように、学習活動

やスポーツ・レクリエーション活動の充実を図り、高齢者の参加を促します。 

＜施策・事業の概要＞ 

 

施策・事業 内   容 

1.生涯学習の推

進 

 魅力ある講座づくりを行います。 

 成人大学の各種講座への参加を促進するため、市の広報誌や公
民館を通じて、生涯学習情報の提供に努めます。 

 住民意向調査などを基に、高齢者のニーズにあった学習内容を
検討し、充実した生活を送れるような生涯学習活動を推進しま

す。 

 生涯学習推進協議会などの意見を取り入れた多様な事業を展開
していきます。 

2.スポーツ・レク

リエーション

活動の推進 

 高齢者が安全で楽しみながらスポーツ活動に取り組めるよう
に、スポーツ推進員の確保・育成を図ります。また、高齢者が

気軽に楽しみながらできるようなスポーツ・レクリエーション

種目の充実を図ります。 

 高齢者の健康保持のための高齢者スポーツ大会の開催を支援し
ます。また、各地域で開催される大会への参加を呼びかけます。 

 市スポーツ協会と連携し、子どもから高齢者まで、市民がスポ
ーツを通して交流できるようなスポーツ行事を計画します。 

3.自己表現の場

の提供 

 地区公民館との連携や、お祭りやイベント等の場の活用により、
学習の成果や作品を発表する高齢者の自己表現の場を提供しま

す。 

4.活動の場の整

備・改善 

 高齢者が学習やスポーツ・レクリエーション活動を楽しめるよ
うに、公民館や学校のグラウンド・体育館等の施設・設備の改

善を図ります。また、学校の空き教室や既存施設を活用するな

ど、活動の場の拡充を図ります。 
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（２）自主活動の育成・支援 

高齢者の多様化するニーズに対応していくために、そして、仲間づくりの促進

を図るために、高齢者の自主的な活動サークル等の育成、支援を図ります。 

○生涯学習・生涯スポーツの事業内容 

事業名 内容 実施主体 

世代間ふれあ

い事業 

グラウンドゴルフやゲートボールなどを通じて、各地域の小学校の

児童と高齢者の交流を深め、高齢者の生きがいと児童の敬老意識

の向上を図ることを目的に実施します。 

市老人クラブ

連合会 

健康ウォーキ

ング 

老人クラブが展開している「健康をすすめる運動」の一環として、高

齢者の健康保持・増進を図るため老人クラブ会員相互の親睦を深

めるとともに、健康増進やストレス解消など健康な心身づくりをすす

める機会を提供します。 

市老人クラブ

連合会 

森林セラピー

体験事業 

西沢渓谷の森林セラピー基地等を活用し、体力づくり、健康の維

持増進、ストレス解消、仲間づくりなど、心身機能の活性化と病気・

介護予防を目的として実施します。 

市老人クラブ

連合会 

ゲートボール

大会 

会員の健康維持と生きがいを高め、高齢者福祉の向上と会員相互

の親睦を深めることを目的に実施します。 

市老人クラブ

連合会 

グラウンドゴル

フ大会 

会員の健康維持と生きがいを高め、高齢者福祉の向上と会員相互

の親睦を深めることを目的に実施します。 

市老人クラブ

連合会 

福祉運動会 高齢者の健康管理の一環として、運動・ふれあいの場を提供する

ことにより、健康の保持・増進を図ることを目的に実施します。 

市社会福祉

協議会 

山梨市・甲州

市囲碁交流会 

両市内の高齢者で囲碁を愛好する者が相集い、生きがいを高める

とともに、相互の親睦を深め、高齢者福祉の向上と老人クラブ活動

の充実、発展を目的に実施します。 

市老人クラブ

連合会 

老人クラブ会

員親睦旅行 

会員相互の親睦を深め、また健康の増進を目的に実施します。 市老人クラブ

連合会 

手芸活動指

導者研修会 

老人クラブ会員の生きがいと創造性を高めるために、各地区及び単

位老人クラブにおける指導者を養成することを目的に実施します。 

市老人クラブ

連合会 

民踊教室 高齢者の健康増進と趣味の拡大及び会員相互の親睦を目的に実

施します。 

市老人クラブ

連合会 

高齢者作品

展 

市民の文化への関心が高まる中で、高齢者の創作活動をさらに振

興するため、高齢者自らが、その持てる知識と能力、経験を生かし

て社会活動に参加するとともに、日頃の趣味活動の中からその力

作を晴れ舞台で発表することにより、お互いの親睦と、より一層の

高齢者福祉の向上を目指すため開催します。 

市老人クラブ

連合会 

高齢者学級

事業 

高齢者同志のふれあい、生涯学習を通した「生きがい」や「心の豊

かさ」の実感による、人づくりと地域づくりを実施します。 

地区公民館 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.自主活動の育

成・支援 

 高齢者主体の学習、スポーツ・レクリエーション活動の支援を
図るため、指導者や活動の場を提供します。 

 地区公民館で行う、健康増進や介護予防などに繋がる高齢者学
級から自主サークル活動への展開を支援します。 

 活動の発表の場として、公民館まつりや各種展示会を提供します。 
 活動中のサークルが継続して活動できるよう、新規会員の勧誘
の支援を検討します。 
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基本目標Ⅳ 誰にでもやさしい安全なまちづくりを目指す 

１ 高齢者を感染症・災害・犯罪から守る 

（１）高齢者の安全・安心を確保するための体制の整備 

災害や事件・事故・感染症などあらゆる危険から高齢者の安全を確保できるよ

うに、関係機関との連携体制の強化を図るとともに、地域住民への協力要請を行

い、住民と行政との協働による安全・安心のまちづくりを推進します。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.体制の整備  警察、消防、医療など関係機関との連携を強化し、高齢者を取
り巻く多種多様な危険に対応した安全対策体制の構築を図り

ます。 

 地域安全情報の提供、防犯パトロールの実施などを通じて、住
民と行政との協働による地域の安全・安心活動の促進を図りま

す。 

 見守りネットワーク協定の締結を増やし、情報通信技術を活用
したゆるやかな見守りなど、多くの目で高齢者を支える体制を

整備します。 

2.緊急時の通報・

救護体制の整備 

 ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などの虚弱高齢者に、
日常生活上の安全の確保と不安を軽減するため貸与している

緊急通報システムにより、急病または事故等の緊急時に迅速な

救助等を行います。 

 警察、消防、医療、介護などの関係機関や地域住民との連携の
もとに、迅速な緊急時の通報・救護体制の整備を図ります。 

3.高齢者の見守り

体制の整備 

 調理困難なひとり暮らし高齢者等に昼食を配食するとともに
安否確認を行います。 

 高齢者の総合相談による訪問、民生委員・児童委員の定期的な
訪問に等、さまざまな方法で生活状況を把握します。 

 地域住民グループ支援(高齢者友愛訪問事業)により、ひとり暮

らし高齢者及び虚弱などの高齢者を訪問し、対話、相談等の活

動を継続します。 

 情報通信技術を活用したゆるやかな見守りを支える体制の構
築を図ります。 

 

（２）感染症対策 

新しい生活様式に応じた高齢者向け感染症対策を推進します。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.感染症対策体制

の整備 

 高齢者に対する感染症対策を充実させるための広報啓発、チラシ
の作成や CATVの活用、相談窓口を設けるなど、感染症の蔓延を

防ぐ正確な情報伝達を行い、不安を解消していきます。 

 大規模災害や感染症発生時に適切に対応できるよう、「サポート
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施策・事業 内   容 

やまなしし」や医療機関、高齢者介護・福祉施設、関係課等が連

携して研修・訓練等を行います。 

 災害避難所開設時、新型コロナウイルス感染症対策を行うため
の運営マニュアルを作成します。 

 

（３）防災体制の整備 

近年、台風などによる大雨や集中豪雨による土砂災害、また、地震、津波など

大規模な自然災害が全国で発生しており、高齢者を含む多くの人が深刻な被害に

遭っています。 

これらの教訓を生かして、災害による被害が最小限となるような施策の展開を

図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.高齢者などの災

害時避難行動要

支援者の支援体

制の整備 

 

 

 

 

 

 市、行政区等（自主防災組織）、民生委員・児童委員、社会福祉
協議会などが協力して災害時避難行動要支援者の把握のために

台帳等を整備するとともに、介護社会福祉施設との連携にも努

めます。 

 平常時から地域における自主防災活動により「自助」「互助」「共助」
を進め、災害時避難行動要支援者の支援体制の整備を図ります。 

 災害発生時に迅速に高齢者の避難・救助活動、安全確認等が行
なわれるように、警察、消防、医療機関並びに地域住民との連

携を強化します。 

 防災訓練には、地域住民と高齢者等がともに参加し、速やかな
避難行動が実施でき、新型コロナウイルス感染症対策等も対応

できるよう訓練を推進します。 

 「サポートやまなしし」とともに「医療と介護を語る会」を毎
月開催し、他職種と連携しながら、新型コロナ感染症対策や要

支援者の避難行動の検討を継続していきます。 

2.施設の整備  災害時の拠点となる避難所について、耐震補強を図るとともに、
高齢者や障害者等に配慮し、新型コロナウイルス感染症対策も

可能な備蓄品の保管を図ります。 

 介護保険施設等と協定を締結した福祉避難所とも感染症対策が
対応できるよう整備を行います。 

3.高齢者への防災

知識の普及 

 老人クラブ、生涯学習の場などを活用して、災害に関する知識
の普及や防災用品の紹介などを行います。 

 リーフレットなどを用いて普段から簡単にできる防災対策の普
及を推進します。 

 高齢者の参加による防災訓練を実施し、非常時の避難行動につ
いて備えます。 

 防災アドバイザーや女性消防隊による防災出前講座を実施します。 

 ふれあい・いきいきサロン等で、ハザードマップの確認や新型
コロナウイルス感染症対策を学ぶ機会を設けるなど、身近な防

災情報を知る機会を設けます。 



84 

 

（４）防犯体制の整備 

振り込め詐欺やリフォーム詐欺など、高齢者を狙う犯罪が急増しているため、

高齢者の生命・財産を守り、安心した地域生活を送れるよう施策の展開を図りま

す。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.自主防犯活動の

推進 

 広報誌等を利用し情報提供に努めます。 

 各地域の消費生活協力員を中心に、高齢者の消費者トラブル防
止や「見守り」のためのネットワークを構築し、地域ぐるみの

広範な自主防犯活動を推進します。 

 電話や訪問での詐欺などの被害が続いているため、まずは「電
話対応に気を付ける」など、自身でできるトラブル防止につい

て周知します。 

2.消費者被害（振

り込め詐欺・悪

徳商法等）の未

然防止と早期発

見による拡大防

止 

 県民生活センターや警察署、消費者団体、福祉関係団体、民生 

委員・児童委員、事業者団体、自治会、行政各部門など多様な

主体が連携し、消費者被害の情報を収集し、広報誌・市ホーム

ページ・CATV・SNS等を通じて普及・啓発活動を行います。 

 市民の目線に立ったわかりやすい相談窓口の充実を図り、高齢
者被害の未然防止と問題解決に努めます。 

 高齢者における消費者被害の未然防止、早期発見には、身近に
いる人たちが消費者トラブルに関する情報や相談窓口につい

て把握することが必要であるため、高齢者以外の方に対しても

積極的な周知に努めます。 

 「振り込め詐欺防止自動通話録音機」の無償貸し出しを継続的
に推進し、電話詐欺被害の未然防止に努めます。 

 

（５）交通安全対策の推進 

高齢者の交通事故は発生件数全体の約５割と高いため、山梨市老人クラブ連合

会や行政区・公民館等と連携し交通安全啓発を実施するなど、交通事故の発生防

止に努めるとともに、今後も広報誌や防災無線による交通事故防止の呼びかけを

推進します。 

また、高齢者の運転免許証の自主返納制度に対応する支援を拡充し、運転免許

証の自主返納制度の浸透を進めていきます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.交通安全対策の

推進 

 福祉関係機関・団体や警察等と連携して、高齢者に対する交通
安全教育を推進します。 

 高齢者に対する思いやりのある運転と交通ルールの遵守を推
進します。 

2.運転免許証の自

主返納制度の浸

透 

 自主返納制度に対応する支援を拡充し、運転免許証の自主返納
制度の浸透を進めていきます。 
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２ 誰にでもやさしいまちづくり 

（１）建物や道路のバリアフリーの推進 

高齢者等が利用しやすいような福祉的配慮のある整備を行なうことが、すべて

の住民にとってもやさしいまちづくりであるという考え方から“支えあう人にや

さしいまちづくり”を基本理念とした山梨市バリアフリー基本構想に基づき、道

路、公共施設、公共性の高い建築物等でのバリアフリー整備を推進するとともに、

関係機関への働きかけや住民への啓発活動も行なっていきます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.すべての住民に

とってやさしい

まちづくりの推

進 

 山梨市立地適正化計画や都市計画マスタープランに基づき、
誰もが安全で安心して暮らせるやさしいまちづくりに努めま

す。 

 山梨市サイン整備方針に基づき、自転車や歩行者などにもわ
かりやすい案内板（弱者サイン）の設置に努めます。 

2.公共施設の整備  施設、道路、公園などの公共施設の現状確認を行い、高齢者
のほか、誰もが利用しやすくなるような整備を推進します。 

 公共施設を新設する際は、高齢者や障害者等に配慮したユニ
バーサルデザイン化を推進し安心・安全で利用しやすい設計

に努めます。 

 

（２）高齢者の居住環境の向上 

自立生活が可能な住まいの確保を図り、高齢者が自ら望む暮らし方を実現でき

るように、公営住宅等の整備など、多様な需要や要望に対応できるような施策の

展開を図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.公営住宅等の整

備 

 既存の公営住宅やその他市営住宅については、住宅内の廊下
等の手すり設置など、バリアフリー化を推進します。 

2.高齢者向け住宅

の整備 

 県営ぬくもり団地には高齢者向けの住宅が 30 戸整備されて

いますが、今後も高齢者自身が自立した生活を継続できるよ

うに、住宅の整備について県や関係機関とともに検討します。 

 「サービス付き高齢者向け住宅」の整備については、県や関
係課と連携してサービス事業者に対する指導を行います。 
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（３）移動面におけるバリアフリー化の推進 

困難になりがちな高齢者の外出を支援し、日常生活の利便性の向上や社会参加

の機会の増加などにつながるように、安全な移動の確保を図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.快適な歩道空間

の整備 

 車いす等でも移動できるように、電線の移設や地中化を促進
し、安心して歩ける歩道の整備を進めます。 

 新設道路や既存道路の大規模改修では、誰もが安全に歩行でき
るように、幅の広い歩道の整備に努め、誘導ブロックの設置や

段差・勾配などの改善に努めます。 

 多くの利用が見込まれる公共施設、駅、バス停留所等において、
高齢者や障害者の方々が利用しやすい快適な歩道環境を整え

ます。 

2.主要幹線道路の

整備 

 市内の主要幹線道路である国道や県道においても、高齢者等が
安心して通行できるように、関係機関へ働きかけます。 

3.利用しやすい駐

車場への改善等 

 駐車場については、高齢者等が利用しやすいように改善及び指
導に努めます。 

 身体の不自由な方専用の駐車スペースについては、市民の正し
い理解が定着するように努めます。 

 

（４）高齢者等の視点に立ったまちづくりの推進 

高齢者の自立した暮らしを支援するため、地域の施設や設備について、事業や

社会活動での活用を図ります。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.日常的な活動拠

点の活用 

 介護予防サービスに関する情報、趣味やボランティア活動など
の社会活動に関する情報などについての情報提供の場として、

公民館等の活用を図ります。 

 講座等の開催の有無に関わらず、公民館に人が集う仕組みづく
りを研究し、広く周知し活動拠点としての活用を図ります。 

2.地域資源を開拓

する役割の強化 

 活用されていない施設、空き家や空き部屋等を有効活用してい
けるように、地域情報の収集や掘り起こしに取り組みます。 

 空家対策基本計画に基づき現地調査を行い、空家カルテとして
管理し今後の利活用を図ります。また、未利用施設については、

地域資源の活用を盛り込んだグランドデザイン（構想案）を策

定するため、関係課と連携して検討を進めます。 

 各種講座の自主サークル化を図り、活動の場として施設利用を
促進します。 
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（５）情報のバリアフリー化の推進 

介護予防や社会参加の機会の拡充を図るため、サービスや制度などの各種情報

が、入手しやすくかつ分かりやすいものとなるように、多様な情報の提供に努め

ます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.情報提供の充実  広報誌・市ホームページ・CATV・SNS等を活用し、高齢者に

分かりやすい情報の提供に努めます。 

 パソコンやシニア向けスマートホンの普及により、高齢者に閲
覧しやすいホームページを作成します。 

2.情報の充実  介護保険制度についてわかりやすく説明するために、市が独自
に作成した「みんなのあんしん介護保険」について、介護保険

法の改正に合わせて内容を更新していきます。 

 各種制度やサービスの改正の際、改正内容について情報を提供
します。 

 地域の情報や、日常生活に役立つ情報など、高齢者の暮らしの
向上や社会参加の機会の拡充につながるような多様な情報を

提供します。 

 

    ■『みんなのあんしん介護保険』（平成 30年発行） 

 
 

※市ホームページでダウンロードできるほか、市役所介護保険課（東館 2階）、牧丘支所、三富支所の各窓口で

配布しています。 
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第５章 介護保険事業費の見込みと適正な運営 

「介護保険法」及び「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」に基づき、市は保険者として、介護保険事業計画の中で、介護給付費のサ

ービス種類ごとの見込み額等を推計するとともに、介護保険料など介護保険の円滑な実

施を図るために必要な事項を定めます。 

また、介護保険制度への信頼を高め、制度の持続可能性を確保するため、給付適正化

事業や制度の趣旨の普及を進めます。 

 

１ 第１号被保険者 30、第２号被保険者 31の見込み 

第 1号被保険者は令和 12（2030）年度まではほぼ横ばいで推移し、第 2号被保険

者は年々減少していくことが見込まれます。 
（単位：人） 

  
令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

7年度 

令和 

12年度 

令和 

17年度 

令和 

22年度 

総数 22,843 22,566 22,425 22,260 21,864 20,728 19,297 17,697 

  
第 1号 

被保険者数 
11,559 11,557 11,564 11,585 11,509 11,137 10,918 10,529 

  
第 2号 

被保険者数 
11,284 11,009 10,861 10,675 10,355 9,591 8,379 7,168 

厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

 

２ 所得段階別の被保険者数の見込み 

第 8 期計画期間における第 1 号被保険者を所得段階別の割合で案分すると、次の

とおりとなります。 
（単位：人） 

所得段階 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

第
１
号
被
保
険
者
数 

第 1段階 1,966 1,966 1,970 

第 2段階 878 879 880 

第 3段階 774 775 776 

第 4段階 1,491 1,492 1,494 

第 5段階 1,526 1,526 1,529 

第 6段階 2,022 2,024 2,027 

第 7段階 1,456 1,457 1,460 

第 8段階 763 763 765 

第 9段階 681 682 684 

計 11,557 11,564 11,585 

第 2号被保険者数 11,009 10,861 10,675 

 
30 第１号被保険者：65歳以上の介護保険加入者のこと。 

31 第２号被保険者：40歳〜64歳までの介護保険加入者のこと。 
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３ 本市の介護保険料における所得段階別の調整率 

 所得状況に応じた負担とするため、第 1号被保険者の介護保険料は、調整率を乗じ

て決定します。 

所得段階 対象となる方 調整率 

第 1段階 

・生活保護受給者の方 

・老齢福祉年金 32受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 

・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額 33と合計所得金額 34

の合計が 80万円以下の方 

基準額

× 

0.３ 

第 2段階 
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合

計が 80万円超 120万円以下の方 

基準額

× 

0.５ 

第 3段階 
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合

計が 120万円超の方 

基準額

× 

0.7 

第 4段階 
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課

税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方 

基準額

× 

0.90 

第 5段階 

（基準） 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課

税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円超の方 

基準額

× 

1.00 

第 6段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120万円未満の方 

基準額

× 

1.20 

第 7段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120万円以上 210万円未満の

方 

基準額

× 

1.30 

第 8段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 210万円以上 320万円未満の

方 

基準額

× 

1.50 

第 9段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 320万円以上の方 

基準額

× 

1.70 

 

 

 
32 老齢福祉年金：明治 44年（1911年）4月 1日以前に生まれた方、または大正 5年（1916年）4月 1日以前に生まれた方

で一定の要件を満たしている方が受けている年金。 

33 課税年金収入額：課税となる国民年金・厚生年金・共済年金等の収入のこと。 

34 合計所得金額：収入額から必要経費に相当する金額を控除した金額から「長期譲渡所得及び天気譲渡所得に係る特別

控除額」と、「公的年金等に係る雑所得」（保険料段階が 1～5段階のみ）を控除した金額となる。 
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４ 介護保険制度の財源構成 

介護保険の保険給付に要する経費は、公費と保険料で 2分の 1ずつ、それぞれ 50％

を負担しています。 

公費 50％の負担内訳は、国が 25％、県と市がそれぞれ 12.5%です。これが基準と

なる負担割合で、施設サービスとその他のサービスで割合が異なります。 

保険料 50%のうち、第 1 号被保険者（65 歳以上の方）が 23%、第 2 号被保険者

（40~64歳の方）が 27%を負担しています。（第 8期計画期間） 

また、介護予防・日常生活支援総合事業は、保険給付費と同様の負担割合ですが、

包括的支援事業・任意事業については、第 2号被保険者負担分を公費で負担し、国が

38.5%、県と市が 19.25%ずつ負担し、第 1号被保険者が 23％を負担します。 
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５ 介護保険事業費・保険料の見込み 

（１）標準給付費                          （単位：円） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

総給付費 3,638,021,000 3,715,796,000 3,794,525,000 

特定入所者介護サービス費等給付額 169,610,759 163,373,422 165,116,547 

高額介護サービス費等給付額 79,345,302 79,049,441 79,457,975 

高額医療合算介護サービス費等給付額 12,793,964 12,814,780 12,866,820 

算定対象審査支払手数料 4,282,368 4,305,000 4,331,486 

標準給付費見込み額         ① 3,904,053,393 3,975,338,643  4,056,297,828 

標準給付費見込み額（3年間）      11,935,689,864 

 

（２）地域支援事業費                         （単位：円） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

介護予防・日常生活支援総合事業費  ② 93,667,390 97,601,415 101,407,865 

包括的支援事業費・任意事業費 57,019,370 59,072,190 61,253,013 

地域支援事業費 150,686,760 156,673,605 162,660,878 

地域支援事業費（3年間）       470,021,243 

 

（３）介護保険料基準額の算出                   （単位：円） 

標準給付費見込み額（3年間） A 11,935,689,864円 

地域支援事業費（3年間）  B 470,021,243円 

事業費合計   C （A+B） 12,405,711,107円 

第 1号被保険者負担分相当額 D （C×23％） 2,853,313,555円 

調整交付金相当額   E （(①+②)×5％）の各年度の計 611,418,327円 

調整交付金見込額   F （(①+②)×交付割合）の各年度の計 

※交付割合 令和 3年度:6.87%、令和 4年度:6.56％、令和 5年度:6.20％ 
799,606,000円 

準備基金取崩額       G 57,000,000円 

財政安定化基金償還金    H 0円 

保険料収納必要額          I （D+(E-F)-G+H） 2,608,125,882円 

予定保険料収納率 98.5％ 

所得段階別加入割合補正後の被保険者数（3年間） 35,172人 

第 1号被保険者の保険料基準額        2,608,125,882円/ 0.985 / 35,172人 ≒ 75,240

 

（４）介護保険料                           （単位：円） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

介護保険料基準額年額（第 5段階） 75,240 75,240 75,240 
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６ 介護給付の適正化（「山梨市介護給付適正化計画」の取組） 

介護給付の適正化とは、介護を必要とする高齢者を、適切な介護度で認定し、真に

必要とするサービスを過不足なく事業者から提供されるよう促すことです。 

高齢者等が、可能な限り住み慣れた地域で個々の有する能力に応じた自立した日常

生活を営めるよう、保険者として、限られた資源を効率的・効果的に活用するために

「山梨市介護給付適正化計画」に基づき取り組んでいきます。 

 

 

（１）適切な要支援・要介護認定の実施 

新規の要支援・要介護認定の調査については、原則として市が実施することと

されています。 

利用者が、状態に合った適正なサービスが利用できるよう、委託により調査を

行う場合も含め、調査員一人ひとりに対して十分な研修・指導を行うなど、正確・

公平な認定調査に努めます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.適切な要支援・

要介護認定の実

施 

 調査員一人ひとりが同様の判断基準で調査が行えるよう、独自
の研修や指導を行います。また、県が実施する現任研修の計画

的な受講を促します。 

 要支援・要介護認定について、高齢者や家族が理解できるよう
に、申請受付時や調査時には、正確でわかりやすい説明を行い、

適切な状態把握を行います。 

 

 

（２）ケアプランの点検 

介護サービスを必要とする利用者が、真に必要とするサービスを過不足なく提

供されているか、居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容につ

いて点検を行います。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.事業所訪問によ

る点検 

 実地調査時にケアプラン点検担当者が同行し、利用者の自立支
援に向けたプランが作成されているか点検を行います。 

 年間を通じ、実地調査時以外に訪問によるケアプラン点検調査
を計画的に行い、必要に応じ随時の訪問も実施します。 

2.書類提出による

点検 

 訪問による点検以外に、サービス利用に関するケアプランのほ
か、関連書類の提出を求め、ケアプランの点検を行います。 
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（３）住宅改修の実地調査と福祉用具利用調査の実施 

利用者が自立した生活を送るために、住環境を把握し効果的な住宅改修が行わ

れるよう確認を行います。また、福祉用具については利用の状況を確認します。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.住宅改修の実地

調査 

 住宅改修申請時に訪問調査を行い、利用者にとって効果的な改
修であるか点検・確認を行います。 

 改修後の状況についても確認を行います。 

2.福祉用具の利用

調査 

 認定の更新時の調査を行う時や、国保連の適正化システムから
の情報に基づき随時、福祉用具の利用状況について確認を行い

ます。 

 軽度者の利用については、サービスを担当する関係者や医師の
判断に基づくものであるか、確認を行います。 

 

 

（４）医療情報との突合と縦覧点検 

国保連の適正化システムからの医療情報と突合を行い、サービスの整合性や、

算定日数等の医療と介護の重複等を点検します。 

 

 

（５）介護給付費の通知 

介護サービスの利用者に対し、利用しているサービス内容や費用総額等につい

て通知することにより、介護保険の制度や給付の仕組みについて理解を深め、過

不足のないサービス利用を促進します。 

 

 

（６）介護サービスの質の向上 

利用者が安心してサービスを利用できるように、情報提供を積極的に行なうと

ともに、事業者の第三者評価の促進などにより、サービスの質の向上を推進しま

す。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.広報体制  高齢者やその家族にわかりやすい明確な情報提供及び説明に
努めます。 

 最新情報を提供できるように、パンフレットの作成・配布、広
報誌・市ホームページ・CATV・SNS 等の活用、説明会の開催

などを行い、周知に努めます。 
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施策・事業 内   容 

2.サービス提供事

業者の情報開示、

評価の促進 

 県や関係機関との連携強化を図り、サービス提供事業者の情報
開示を促進します。 

 サービス提供事業者の苦情処理体制の構築を支援するととも
に、事業者の第三者評価を支援し、介護保険サービスの質の向

上に努めます。 

3.サービス従事者

の質的向上の促

進 

 県や関係機関が開催する研修への参加を推進します。 

 介護支援専門員連絡会議などを活用し、質的向上の促進を図り
ます。 

 

 

（７）保険者機能の強化 

保険者として、地域特性に基づき主体的に介護保険事業を展開し、高齢者の自

立支援という目的の達成と制度の安定的な運営に向けて、より積極的に対応しま

す。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.給付内容の審査  事業者による過剰なサービス提供や不正請求などを抑制し、長
期的に安定した介護保険財政の運営につなげるため、県や関係

機関と連携しながら、給付内容の審査に努めます。 

2.サービス等の指

定及び指導管理 

 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の指定あるいは更新に
ついて、本事業計画の定める見込量を上回るか計画の達成に支

障が生じると判断した場合、県に協議を求めることができると

します。 

 地域密着型通所介護サービスについては、市内事業所供給量が
計画で定めるサービス見込量に達している、あるいは超えると

判断される場合は、指定を拒否することも可能とします。 

 地域密着型サービスは、市がサービス事業者の指定を行います
が、適正な運営を確保するため、条件を付すことを可能とし、

適正な施設整備に努めます。 

 地域密着型サービス事業者に対しては、地域に身近な保険者と
しての機能を生かして、必要に応じて指導等を実施し、良質な

サービス提供の確保に努めます。 
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（８）介護関係機関の連携体制とその支援 

介護関係機関の連携を確保するために、可能な限りサービス担当者会議（介護

支援専門員が居宅サービス計画の作成のために関係者を招集して行なう会議）に

出席するなど、情報の共有や意見交換を活発に行なうことにより、介護保険サー

ビスの質の向上につなげるよう努めます。また、介護関係機関との連携体制が強

化されるよう支援に努めます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.介護関係機関の

連携体制とその

支援 

 介護保険サービスの質の向上に向け、居宅介護支援事業者や介
護サービス事業者による情報交換の機会を拡大するなど、行政

と事業者、あるいは事業者同士の連携強化を図ります。そして

「ケアマネジャー連絡会」などで機能強化を進めます。 

 保健・福祉・医療の分野をまたぐ連携を強化し、住民のニーズ
の発見からサービスの提供・改善等を円滑に行なうために、民

生委員・児童委員協議会をはじめ、老人クラブ連合会など、各

種組織での情報共有に努めます。 

 

（９）相談体制及び苦情処理に対する体制の充実 

高齢者がより円滑に、より良いサービスを利用できるように、介護保険制度に

おける認定からサービスの内容に関することまで、苦情や相談に対応できる体制

の充実に努めます。 

＜施策・事業の概要＞ 

施策・事業 内   容 

1.相談体制  利用者にとって身近で気軽に相談できる環境づくりに努めま
す。 

 地域包括支援センターでは、地域の身近な相談窓口として、介
護保険制度、介護予防、権利擁護などの総合相談や関係機関と

の連絡調整を行います。 

 地域包括支援センター、支所窓口、民生委員・児童委員、医療
機関等が連携しながら、利用者の立場に立った、生活に密着し

たきめ細かな相談支援を行います。 

 介護者が離職につながらないよう、介護と仕事の両立について
の相談に対し支援を行います。 

 介護事業者が抱える問題に対して、必要に応じて関係機関と連
携し、解決につなげることができるよう、支援します。 

2.苦情への対応  苦情が寄せられた場合は、住民の意向をよく聞き、事業者への
事実照会も行い解決に努めます。 

 各苦情については発生原因を分析し、事業者への周知も行いな
がら、苦情発生の未然防止に努め、介護サービスの質の向上、

よりよい介護保険制度に結び付けていきます。 

 対応が難しい苦情や問題は、県や国民健康保険団体連合会とも
連携し、適切な問題解決を行います。 
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 ○第８期介護事業期計画における適正化計画の数値目標 

取組 目標 

介護サービス事業所の指導 

 ・地域密着型事業所、居宅介護支援事業所の実

地指導と集団指導の実施 

・集団指導            年 1回 

・実地指導 指定期間内に 2回以上又は随時 

・機能訓練、口腔機能向上、栄養改善などの

取組を確認・指導 

要介護認定調査の充実 

 ・委託調査員を含む調査員研修の実施によるス

キルアップ 

 ・調査内容の点検（委託調査）と指導 

・年 1回以上の調査員研修 

・委託調査点検          全件 

ケアプランチェック 

 ・実地指導時に指導とは別にチェックを行い、

その他は書類提出によりチェックを行う。 

・訪問と提出による調査 

・いずれかの方法により、3年 1サイクルで

実施 

住宅改修の実地調査 

 ・申請時の施工前調査と、施工後確認 

・全件実施 

 

福祉用具の適正利用 

 ・利用者の身体状況や生活環境に適合したもの

であるかを確認する。 

 ・軽度者の福祉用具利用確認の徹底 

・申請時の確認や、認定調査時に利用状況の

確認を行う。 

・国保連からの情報に基づき、未確認の軽度

者利用や複数レンタルの確認を行う。 

給付適正化システムの活用 

・医療情報との突合と縦覧点検の実施 

・点検と確認・指導を行う      毎月 

地域密着型事業所の状況把握 

 ・運営推進会議への出席などにより、稼働状況

等を確認しサービス提供量を把握する。 

・各事業所の状況確認    2カ月に 1度 

・サービス提供量の把握    1年に 2回 

 

介護給付費の通知 

 ・介護保険制度の理解を深めてもらうため、利

用しているサービスと費用について介護給付

費通知を送付する 

・サービス利用者に 1年に 1回通知する。 
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第６章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、福祉・保健・医療の枠を越えた総合的な体制で高齢者

施策の充実を図っていきます。庁内では福祉部局のみならず、関係各課のほか、庁外

では社会福祉協議会やＮＰＯ、ボランティア団体、自治会、民生委員児童委員、医療

機関、サービス提供事業者など、幅広い関係機関との連携・協働を進めることで、多

様な施策・サービス提供を実現していきます。また、保険者機能強化推進交付金等を

活用し、必要な取組の充実・推進を図ります。 

 

２ 計画の進行管理 

本計画に記載された事項の実現には、計画の進捗状況について適宜点検・評価を行

い、必要な修正・改善を図ることが重要です。 

実効性のある取組の推進を図っていくため、計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・

改善（Action）のＰＤＣＡサイクルを活用することとし、本計画の策定の中心的な役

割を担った策定懇話会や運営協議会において進捗状況についての点検・評価を行い、

その結果を公表します。 

 

[点検内容] 

①計画の全体的な進捗状況 

本計画の進捗状況を点検し、計画年度内の達成状況を考察します。 

②関係各課の事業の推進及び連携状況の評価 

関係各課の事業達成状況と進捗状況を点検するとともに、総合的な施策の実

施状況を評価します。 

③介護保険サービス事業者のサービス内容及び相互連携の評価 

サービス事業における量や質、提供事業者間の連携状況を評価します。 

④市民及び利用者のサービスに対する評価 

事業、制度に対する利用者である市民の満足度や要望等を点検します。 
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（１）山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定懇話会設置要綱 

 

（設置） 

第 1 条 山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に当たり、広く医療、福祉、介護

関係者等の意見を求めるため、山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定懇話会

（以下「懇話会」という。）を設置する。 

 

（運営方式） 

第 2条 懇話会は、計画に対し意見、要望を行うための懇話会として運営する。 

 

（構成） 

第 3条 懇話会は、委員 20人以内で組織し、市長が委嘱又は任命する。 

 

（会長及び副会長） 

第 4条 懇話会に会長及び副会長を置く。 

   2 会長及び副会長は、委員の互選による。 

   3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。 

   4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第 5条 懇話会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

 

（庶務） 

第 6条 懇話会の庶務は、介護保険課において処理する。 

 

（その他） 

第 7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の議事及び運営に必要な事項は会長が定める。 

 

（附則） 

 この要綱は、平成 17年 9月 6日から施行する。 

この要綱は、平成 20年 9月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 23年 10月 1日から施行する。 
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（２）山梨市高齢者福祉計画及び第 8期介護保険事業計画策定懇話会委員名簿 

 

 役 職 氏 名 備 考 

会 長 介護保険運営協議会委員 深澤 健三 山梨市区長会長 

副会長 介護保険運営協議会委員 荻原眞紀子 山梨市民生委員児童委員協議会長 

委 員 

介護保険運営協議会委員 岡  政子 被保険者代表 

介護保険運営協議会委員 萩原 雅子 被保険者代表 

介護保険運営協議会委員 角田  旭 被保険者代表 

介護保険運営協議会委員 岩下 英一 被保険者代表 

介護保険運営協議会委員 中澤 良英 山梨市医師会長 

介護保険運営協議会委員 小俣 俊英 恵信ロジェ山梨施設長 

介護保険運営協議会委員 小林 治人 桃源荘荘長 

介護保険運営協議会委員 武藤 岳人 笛吹荘施設長 

介護保険運営協議会委員 詫間  仁 山梨市社会福祉協議会長 

介護保険運営協議会委員 渡邉 年男 山梨市社会福祉協議会副会長 

山梨市老人クラブ連合会代表者 堀内 寛治  

山梨市歯科医師会長 若月 和美  

帝京福祉専門学校教員  堀  真一  

山梨青年会議所理事長 萩原 貴司  

山梨市副市長 古屋 博敏  
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（３）山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画庁内検討会議設置要綱 

 

（目的） 

第 1 条 山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定等に当たり、関係各課等の連携を

密にし、その円滑かつ効率的な検討を行うため、「山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事

業計画庁内検討会議」（以下「検討会議」という。）を設置する。 

 

（構成） 

第 2条 検討会議は、委員若干名で組織する。 

   2 検討会議の議長（以下「議長」という。）は、副市長とし、検討会議の副議長（以下「副

議長」という。）は、介護保険課長とする。 

   3 検討会議の委員は、関係各課の長とする。 

 

（議長及び副議長の職務） 

第 3条 議長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

   2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（所掌事務） 

第 4 条 検討会議は、山梨市高齢者福祉計画、介護保険事業計画の策定等に関し、次の事項を

所掌する。 

（1） 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の基本方針及び基本構想に関すること。 

 （2） 高齢者福祉計画素案の作成 

 （3） 介護保険事業計画素案の作成 

 （4） その他必要とする事項 

 

（会議） 

第 5条 検討会議は、議長が招集し、主宰する。 

   2 検討会議に作業部会を置く。 

 

（作業部会） 

第 6条 作業部会は別に定める職員（以下この条において「検討員」という。）をもって構成す

る。 

   2 検討員は、関係各課のリーダー等とする。 

   3 検討員は、議長の命をうけて、分担事項の計画策定事務に従事する。 

 

（庶務） 

第 7条 検討会議の庶務は、介護保険課において処理する。 

 

（その他） 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定め

る。 

 

（附則） 

 この要綱は、平成 17年 9月 6日から施行する。 

この要綱は、平成 20年 9月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 23年 10月 1日から施行する。 
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（４）山梨市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画庁内検討会議委員及び作業

部会検討員名簿 

 

 ①庁内検討会議委員名簿 

課 名 担当名 氏 名 備 考 

議 長 副市長 古屋 博敏  

副議長 介護保険課長 芳賀 光久  

委 員 

政策秘書課長 中山 浩貴  

総務課長 小田切 聡  

財政課長 古屋 健司  

防災危機管理課長 宮澤 健一  

福祉課長 武井  学  

健康増進課長 矢崎 貴恵  

商工労政課長 大沢 和洋  

生涯学習課長 加々美 修  

牧丘支所長 戸泉 俊美  

三富支所長 立川 隆次  

社会福祉協議会事務局長 古屋 貴章  

事務局 

地域包括支援担当 町田なる美  

地域包括支援センター長 柳原めぐみ  

介護予防推進担当 廣瀬ひろみ  

介護保険担当 古屋真里子  

 
 ②作業部会検討員名簿 

課 名 担当名 氏 名 備 考 

政策秘書課 政策調整担当 渡邊 輝昭  

総務課 行政担当 保坂 真一  

財政課 財政担当 岩下 浩司  

防災危機管理課 消防防災担当 芦沢 義仁  

福祉課 

社会福祉担当 荻原 真理  

障害福祉担当 古屋はるみ  

晴風園担当 武藤 浩子  

健康増進課 
健康企画担当 宮本  誠  

健康支援担当 福島しのぶ  

商工労政課 商工労政担当 原田  亙  

生涯学習課 生涯学習担当 根津 道仁  

牧丘支所 住民生活担当 日原寿美子  

三富支所 住民生活担当 坂本 成人  

社会福祉協議会 総務係係長 飯塚 雄志  

事務局 

地域包括支援担当 町田なる美  

地域包括支援センター長 柳原めぐみ  

介護予防推進担当 廣瀬ひろみ  

介護保険担当 古屋真里子  

介護保険担当 神谷 智則  
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