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第１章 計画の背景・位置づけ 

 

１  計画策定の背景 

わが国の 65 歳以上の高齢者人口は、平成 25 年 10 月 1 日現在、3189 万 8 千人(総務

省の人口推計)で総人口に占める割合(高齢化率)は 25.1％となっております。平成 37

年(2025 年)は、昭和 22 年から 24 年生まれのいわゆる「団塊の世代」の人たちがすべ

て 75歳以上となる節目の年であり、75歳以上人口の絶対数が急増する時期になります。 

また、認知症高齢者数の将来推計が発表され、平成 22（2010）年の 280 万人（65 歳

以上人口の 9.5%）から平成 37（2025）年には 470 万人（65 歳以上人口の 12.8%）に達

するものと見込まれます。国でも認知症対策推進５か年計画（平成 25～29 年度）を策

定し、早期診断・早期対応など認知症の対策に取り組んでいるところです。 

国では、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、地域における医療及び介護の両

分野から見直しがあり、介護分野では、『地域包括ケアシステム』の構築と費用負担の

公平化が盛り込まれています。 

本市では、平成 24 年 3 月に「久喜市高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画」を

策定し、元気な高齢者から要介護状態にある高齢者まで、地域でいきいきと安心して暮

らすことができるように、介護予防活動や認知症支援策を推進するとともに、高齢者の

自主的な社会活動や生きがい活動を推進してきました。 

「久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画」は、社会情勢の変化や今後の尐

子高齢社会への対策をより一層推進するため、本市がめざすべき高齢者保健・福祉及び

介護保険制度の運営に関する基本理念と計画目標を定め、具体的に取り組むべき施策を

明らかにすることを目的に計画を策定するものです。 

今後はこの計画を基本に、平成 37（2025）年を見据えて、本市の地域特性を踏まえ

た地域包括ケアシステムの構築を着実に進め、高齢者をはじめ、今後高齢期を迎える市

民がいきいきと元気に暮らせるよう、生きがい・社会参加の促進、健康づくり・介護予

防の推進を進めるとともに、安心・安全に暮らせるよう、地域福祉の推進や介護保険事

業の円滑な運営などを進め、様々な取り組みを計画的に進めていきます。 
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２  計画の位置付け 

本計画は、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の８第１項に規定する

「市町村老人福祉計画」及び介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 117 条に規定す

る「市町村介護保険事業計画」として策定します。 

また、本計画は市及び埼玉県の関連計画との整合性を図ります。 

 

 

 

 

■ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の位置づけイメージ図 
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３  計画策定に向けた取り組み及び体制 

１ 本計画の策定にあたっては、市の高齢者を取りまく現状や介護保険サービスの状

況、利用者の満足度、利用意向などを把握するために、一般の高齢者、在宅の要介

護認定者、介護保険施設入所者、介護支援専門員（ケアマネジャー）及び介護サー

ビス提供事業者を対象にアンケート調査を行い、計画策定の資料としています。 

２ 公募による市民、保健・医療及び福祉の関係者、学識経験者などの参画による「久

喜市介護保険運営協議会」に諮問を行い、審議を依頼するとともに、市民意見提出

制度（パブリックコメント）による意見の募集を行い、関係者や市民の意見が反映

されるよう配慮しています。 

３ 「久喜市高齢者福祉計画推進会議」等において庁内関係各課との連携を図り、介

護保険運営協議会等で出された意見等を参考にしながら、具体的な施策の検討・調

整を行っています。 

４ 計画策定後は、本計画の実効性を確保するため、久喜市介護保険運営協議会にお

いて計画の進捗状況を把握し、分析・評価を行います。 

 

４  計画の期間 

本計画は、平成 27 年度から平成 29年度までの３か年を対象期間とします。 

                 【計画の期間】       【将来的展望】 

平成 24 年度 

(2012) 

25年度 

(2013) 

26年度 

(2014) 

27年度 

(2015) 

28年度 

(2016) 

29年度 

(2017) 

 37年度 

(2025) 

久喜市高齢者福祉計画 
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第２章 高齢者の現状と要介護者の状況 

 

1  高齢者の現状 

（１）高齢者人口の推移と今後の推計 

平成 26 年４月１日現在の市の 65 歳以上の人口は 38,174 人で、高齢化率は 

24.6％となっています。平成 22 年４月１日現在 31,676 人（高齢化率 20.5％）だっ

たものが、増加傾向にあります。 

平成 37年度までの高齢者の推移を見ますと上昇傾向が続き、さらに 75歳以上のいわ

ゆる後期高齢者の割合が増加傾向にあります。平成 37 年には後期高齢者割合が前期高

齢者割合を上回る結果となりました。 

 

図１ 高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25 年は、住民基本台帳及び外国人登録台帳の登録者数（各年４月１日現在）

です。 

※将来の推計方法は国の将来総計人口に従いました。 
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2  要介護（要支援）認定者の現状と推計 

市の要介護等認定者数は、平成 26 年２月末現在で 5,330 人でした。高齢化の進行

とともに、要介護認定者数は今後も増加し続けるものと予測されます。 

また、平成 29 年度は 6,345 人と、平成 26 年度には 9,071 人になると見込まれま

す。 

また、要介護等認定者の高齢者人口に占める割合は、平成 22 年度で 13.2％、平成 37

年度で 19.5％になると見込まれます。 

 

図２ 要介護（要支援）認定者数及び推計（暫定値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  高齢者実態調査の概要（略） 
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4  高齢者の現状の分析と課題 

久喜市は、都心から 50 ㎞圏、上野から JR 東北本線（宇都宮線）で、池袋から JR 湘

南新宿ラインでそれぞれ 45分、浅草から東武伊勢崎線（スカイツリーライン）で 55分、

また東北自動車道久喜インターチェンジと首都圏中央環状自動車道白岡菖蒲インター

チェンジを有するという交通の利便性に恵まれ、昭和 40 年ごろから人口は急増、都市

化が急速に進んでいます。 

 一方で、地形はおおむね平坦で標高は 8～14メートルのやや西高東低の緩やかな勾

配をしており、利根川や中川、青毛掘川、備前掘川、野通川などの豊かな水辺空間や、

屋敷林、農地などの緑豊かな景観があり、市西部を中心に米や野菜、果物などの近郊農

業が発展しています。 

このような環境下、久喜市は水辺や緑を生かした田園環境と都市的環境が共存した

「文化田園都市」をめざしてまちづくりを進めています。 

そんな自然と人が共生するまちとして、多様な価値観やライフスタイルに対応し、高

齢者となっても住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよう、「久喜市高齢

者福祉計画・第５期介護保険事業計画」に引き続き、地域包括ケアの実現を目指す取り

組みが課題となっています。 

 

（１）地域包括ケアの推進の必要性 

 

平成１２年４月、社会全体で高齢者を支える仕組みとして介護保険制度がスタートし、

その後、サービス利用量、要介護認定者数の増加とともに制度が社会に定着してきてお

り、居宅サービス、施設サービス、さらに地域密着型サービスの供給体制が段階的に整

備されてきました。 

しかし、高齢者、要介護認定者の数が今後ますます増加し、それとともに従来介護の

重要な担い手とされてきた若年層の家族と同居せず、独居あるいは高齢者のみの構成と

なった世帯が増える中では、介護サービスの基盤整備とともに、住み慣れた地域での生

活が地域におけるさまざまな分野の切れ目のない方策によって支えられ、これを継続す

ることで要介護状態になることを防いでいくことが必要です。 

具体的には、介護サービスのみならず、介護・予防・医療・生活支援・住まいの５つ

のサービスを一体として提供していくことで、高齢者の在宅生活を支えていく必要があ

ります。この考え方を「地域包括ケア」といい、地域包括ケアの提供体制を「地域包括

ケアシステム」といいます。 

地域包括ケアは平成１７年の介護保険法改正により基本方向として提起され、久喜市

においても第３期、第４期、第５期の介護保険事業計画において段階的にその基盤整備

を行ってきました。現在、久喜市においては要介護認定率は全国平均、県平均よりも低
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いものの、だからこそ団塊の世代が 65歳を迎えたいま、ここから 10 年間の地域包括ケ

ア実現に向けた取り組みが、将来にわたって持続的な社会保障システムとしての介護保

険制度を維持できるかを決める大きな要素となると考えられます。 

そこで、地域ごとの分析を十分に行って不足するサービスを整備するとともに、ここ

までに整備されたサービス基盤を十分に活用し、サービス事業者、医療等の専門家、行

政、地域の住民がこれまで以上に相互連携し、高齢者の生活を支えていくことが求めら

れます。 

  

（２）地域包括ケアの推進に向けた課題① 介護予防のさらなる推進 

 

先に見たとおり、久喜市においては現在の要介護認定率は比較的低いものの、今後団

塊の世代の加齢に伴い急激に要介護者が増加することが見込まれます。そこで、要介護

者の増加のスピードをできるだけ遅らせること、それには地域で日常生活を送りながら

効果が得られる介護予防施策が必要です。 

このような中、平成 26 年の介護保険法改正により、新総合事業が規定され、遅くと

も平成 29 年 4 月から実施することとなりました。この新総合事業においては、要支援

者の予防給付を市町村事業化し、従来の二次予防対象者向けの事業と統合するとともに、

地域のボランティアや NPO など多様な担い手を想定し、地域全体で介護予防を確保して

いくことが求められています。 

そこで、地域ごとの介護予防に向けた取り組みを確認し、不足するサービスを地域住

民と協働で検討して住民主体の介護予防サービスが立ち上がるよう支援するとともに、

こうした多様な担い手による事業やサービスが連続性・一貫性をもって提供されるよう、

各機関・部局の連携体制を強化して事業を推進する必要があります。 

また、新総合事業では、高齢者自身が介護予防サービス等の提供側の担い手となるこ

とで、担い手自身の介護予防を図ろうという視点があります。これを含め、高齢者が自

らの経験と知識を活かし地域コミュニティの中で積極的な役割を果たしていくような

社会作りが引き続き求められています。そこで、高齢者の多様性や自発性を十分に尊重

しながら、高齢者がさまざまな社会活動へ参加することへの支援を行う必要があります。 

 

（３）地域包括ケアの推進に向けた課題② 生活支援サービスの強化 

 

新総合事業のもう一つの柱は、要支援者及び旧二次予防対象者向けの事業を「介護予

防・日常生活支援事業」とし、介護予防事業に生活支援サービスを組み合わせて提供す

ることで、地域での自立生活を支援しながら介護予防につなげるという部分です。 

高齢者の傾向として、自立生活がしにくくなると身体機能も低下し、要介護に近づい

ていきます。また、独居高齢者や高齢者のみ世帯の増加に伴い、家族に頼らずに地域で



8 

 

生活できる仕組みの構築もあわせて重要です。そこで、要介護に至るおそれのある高齢

者、また独居・高齢者のみ世帯高齢者の日常生活を地域のボランティアや NPO など多様

な担い手によって地域全体で支えていく、生活支援サービスの強化が求められます。 

 

（４）地域包括ケアの推進に向けた課題③ 在宅医療・介護連携の仕組みづくり 

 

地域での生活を継続していくためには、いざ病気になったときにも安心できる医療体

制が整備されることも重要です。 

特に、高齢者は介護度が重くなるにつれて通院が困難になるなどの問題があり、また

介護から医療へ、医療から介護へというサービスの切れ目ない提供が重症化を防ぎ在宅

生活を維持する重要な要因となります。これに対し、ニーズ調査では往診のニーズに対

してサービス供給が不足している現状が浮き彫りになっています。 

そこで、往診をはじめ自宅にいながらにして必要な医療が受けられる在宅医療の体制

を整備し、在宅医療と在宅介護のサービスが連続性・一貫性をもって提供されるよう、

各機関・部局の連携体制を強化する必要があります。 

 

（５）地域包括ケアの実現に向けた課題④ 認知症高齢者支援対策の推進 

 

認知症は、在宅生活を困難にする要因のひとつですが、特に軽症の段階で適切なケア

をすることでその進行を遅らせ、在宅生活を持続することも可能になります。しかし、

それには家族をはじめ地域住民の認知症に対するより深い理解と、早期発見し専門家に

つなぐ仕組みが必要となります。 

そこで、地域ごとに認知症の予防や対策につながるサービス等を確認し、不足するサ

ービスを地域住民と協働で検討するとともに、認知症の方を地域でどう気づき、症状の

段階ごとにどのような機関につなぐかを「認知症ケアパス」として策定し、地域での認

知症早期発見・早期ケアにつなげる必要があります。 

 

（６）地域包括ケアの実現に向けた課題⑤ 高齢者の住まいに関する施策 

 

実態調査によると、久喜市の高齢者の住まいに関しては、87.4％の方が持ち家であり、

現状のところ住まいの確保が大きく課題になっているという状況ではありません。 

しかし、市内に大きな団地が存在し、団地内での高齢化が急速に進行しており、こう

いった地域ではバリアフリーなどの対策が課題です。 

また、今回の介護保険法の改正により、特別養護老人ホームの重点化に伴い要介護

１・２の方が基本的に入所できなくなることから、その受け皿として在宅サービスの充

実した住まいを確保する必要性も生じています。 
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そこで、引き続きユニバーサルデザインやバリアフリーに配慮した街づくりを行うと

ともに、整備目標を掲げてサービス付き高齢者向け住宅を整備します。 

 

（７）地域包括ケアの実現に向けた課題⑥ 地域包括ケア会議の実施等 

 

以上に述べた課題は、行政や医療・介護等の専門家、地域住民などが一同に会し地域

の課題をともに考え進むべき方向性を模索しなければ解決できません。また、医療や介

護の現場での実際のケースの検討を通じて、課題を抽出し、それを元にケアの流れを検

討する必要もあります。 

そこで、このような多職種連携による地域ケアの流れの検討を行う場として、地域包

括ケア会議を実施します。また、中心的な役割を果たす地域包括支援センターの機能を

強化します。 

 

（８）地域包括ケアを支える基盤整備① 在宅介護サービス基盤の整備 

 

地域包括ケアを支える在宅介護サービスとしては、定期巡回・随時対応訪問介護看護

サービスや小規模多機能型居宅介護サービスがありますが、これに加えて訪問介護サー

ビスと通所介護サービスを組み合わせて、切れ目のない在宅介護サービスの仕組みを構

築していく必要があります。 

 

（９）地域包括ケアを支える基盤整備② 施設介護サービス基盤の整備 

 

特別養護老人ホームの待機者も相当数いる現状をかんがみ、重度の要介護者を中心に

地域包括ケアシステムによっても受け止めきれない高齢者に適切な施設介護サービス

を提供することも必要です。そこで、人口や要介護者の将来推計なども慎重に分析しな

がら、必要な施設サービスの整備について検討する必要があります。 

 

（10）地域包括ケアを支える基盤整備③ 介護サービスの質的向上 

 

提供されるサービスの質を高めるため、希望するサービスが適切に提供されることや、

介護事業者の運営が適正に行われていることを常に確認する体制を引き続き維持して

いく必要があります。 

 市では、さまざまな機会を通じて、利用者の意見や要望を伺い、介護サービスの適

正化に努めるとともに、事業者に対しては適切な運営のための支援や指導等を行います。 

 

（11）地域包括ケアを支える基盤整備④  地域の「新たな支えあい」のさらなる構築 
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地域包括ケアの実現においては、以上見てきたとおり地域社会における近隣関係が高

齢者にとって手助けとなるよう、住民と行政が協働しつつ「新たな支えあい」を構築し

ていくことがその根底として求められています。 

地域の人々のつながりや地域への帰属意識の低下が進むなか、さまざまな日常生活課

題に直面している高齢者世帯がますます増加し、安心して生活できる地域のコミュニテ

ィを、介護予防や生活支援などの仕組みづくりの中で再生し、地域交流や支えあいなど

地域の福祉力を引き続き高めていくことが求められています。 
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第 3 章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本理念 

本計画の基本理念は、久喜市高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画の基本理念を

引き継ぎ 

 

 

 

 

とします。 

 

 この理念は、高齢者が、いつまでも健康で、住み慣れた地域で、その人らしく、積極的

に社会参加しながら暮らし続けられる社会づくりを目指す姿勢を表しています。 

 

２ 計画の基本目標 

本計画の基本理念を具体化するものとして、次の基本目標を設定します。 

 

１ 高齢者の安心・安全を支える 

２ 高齢者のこころとからだを支える 

３ 高齢者のいきいきとした暮らしを支える 

 

基本目標１ 高齢者の安心・安全を支える 

①地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を送れるよう、高齢

者とその家族等を支える拠点となるものです。市では日常生活圏域に合わせて設置された

５か所の地域包括支援センターにおいて、医療・保健・福祉等の関係機関との連携を図り

ながら、包括的・継続的なマネジメントを行うとともに、高齢者や家族が抱える悩みや問

題に対して総合的に支援していきます。 

  

Ⅰ   計画の基本的な考え方 第3章  

計画

策定

の趣

旨 「高齢者が安心して すこやかに  いきいきと暮らせるまち・久喜」  
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②地域包括ケアシステムのさらなる充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、高齢者を地域全体で支える取り組み

を進めます。また、社会福祉協議会や地域の関係機関、介護サービス提供事業者や地域の

ボランティアと連携を強化し、各種の生活支援サービスや、日常の「見守り活動」や災害

時の援護活動などを進めます。 

③高齢者の権利擁護 

高齢者の権利が守られるような取り組みを進めます。高齢者虐待の防止及び養護者に対

する支援を行うため、地域包括支援センターを中心に相談・支援体制を強化するとともに、

地域や医療・保健・福祉等の関係機関や介護サービス提供事業者等と連携し、高齢者虐待

の早期発見に努めます。また、高齢者等が悪質商法や詐欺などの被害に遭わないように、

関係機関などと協力し、普及啓発を行います。また、判断力が十分でない高齢者の財産が

適切に保全・管理されるよう、成年後見制度の普及にも取り組みます。 

④災害対策・独居高齢者対策 

地震などの災害発生時に、高齢者など要援護者の被害が最小限となるよう、地域の関係

機関等と連携して支援対策の充実を図ります。また、独居や高齢者のみの世帯の方が地域

で安心して生活できるよう、各種の高齢者福祉サービスを充実するとともに、地域の見守

り体制を確保します。 

⑤高齢者にやさしいまちづくり 

地域包括ケアを支える高齢者の居住環境を確保するため、バリアフリーやユニバーサル

デザインなどの施策に引き続き取り組むとともに、サービス付き高齢者向け住宅の整備促

進やシェアハウスなどの情報提供の体制づくりを行います。また、デマンド交通を始めと

する公共交通の整備を行い、高齢者の外出を支援します。  

 

基本目標２ 高齢者のこころとからだを支える 

①健康づくり・介護予防事業の推進 

高齢者がいつまでも健康で、自立した日常生活を営めるよう、健康チェックや体操など

の健康づくり、加齢に伴う生活機能の低下を防止する運動器の機能向上、栄養改善、口腔

機能の向上、認知症・閉じこもり・うつ予防支援などの介護予防事業を行います。 

②認知症高齢者等への支援 

認知症の高齢者やその家族を地域で支えます。認知症についての啓発活動を進めるとと

もに、認知症サポーターの養成を行います。また、医療・保健・福祉等の関係機関との連
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携を進め、相談・支援体制の強化を図ります。 

③介護サービスの質の確保と向上 

介護保険事業計画に基づき、必要なサービス量に見合う供給体制の確保に努めるととも

に、介護保険事業を円滑に推進し、健全な財政運営に努めます。また、介護保険サービス

の質の向上を図るため、中立的な立場によるサービス内容の評価の仕組み（第三者評価制

度等）の活用を促進するとともに、関係機関と連携して介護サービス提供事業者等への指

導及び監督を行います。 

④保健・医療との連携 

高齢者の健康を保つため、医療機関等と協調して、病気や栄養、さらに医療制度につい

て知識の普及啓発を推進します。 

 

 

基本目標３ 高齢者のいきいきとした暮らしを支える 

①高齢者福祉サービスの充実 

ひとり暮らしの高齢者などの自立支援や要介護状態への進行を防ぐとともに、在宅でね

たきりなどの要介護者の生活援助のためのサービスを充実します。 

②社会参加活動の支援 

高齢者が活動的でいきがいに満ちた生活が送れるよう、老人クラブや地域住民とのふれ

あい活動、市内の小・中学校の児童・生徒との世代間交流などを推進します。 

③生きがいづくりの推進と就労支援 

高齢者のスポーツ・レクリエーション活動や学習活動・ボランティア活動などを進める

とともに、シルバー人材センター等を通じて、就労意欲のある高齢者の働く機会を提供し

ます。 

④地域における支え合い活動の推進 

高齢者が身近な地域でいつまでも暮らせるよう、身近な地域住民の活動によって高齢者

の生活を支える仕組みを推進します。 
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■施策の体系図 
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① 地域包括センターの機能強化 

② 地域包括ケアシステムのさらなる充実と生活支援  

③ 高齢者の権利擁護 

④ 災害対策・独居高齢者対策 

⑤ 高齢者にやさしいまちづくり 

① 健康づくり・介護予防事業の推進 

② 認知症高齢者等への支援 

③ 介護サービスの質の確保と向上 

④ 保健・医療との連携―在宅介護医療連携 

① 高齢者福祉サービスの充実 

② 社会参加活動の支援 

③ 生きがいづくりの推進と就労支援 

④ 地域における支え合い活動の推進 



15 

 

３ 地域包括ケアの実現に向けて 

（１）地域包括ケアシステムの構築に向けて 

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期まで続ける

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に向けて、重点となる５つの施策を中心に、本市では計画的に取

り組んでいきます。 

 

【地域包ケアシステムのイメージ図】 
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多様な住まい 
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・かかりつけ医 

・地域の連携病院 

急性期病院 

急性期・回復期 

・リハビリ病院 

自宅、グループホー

ム サービス付き高

齢者向け住宅、等 

地域包括ケアシステムのイメージ 

（日常生活圏域） 

●在宅系サービス 

・訪問介護、訪問リハ、

訪問入浴介護、訪問看護、

通所介護、通所リハ、シ

ョートステイ、小規模多

機能型 等 

●介護予防サービス 

●施設・居住系サービス 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・有料老人ホーム 等 

 

相談支援・コーディネート等 
・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

■在宅医療・介護連携の推進 

■認知症施策の推進 

医師会・歯科医師
会・薬剤師会 介護サービス 

事業者 

■住み慣れた地域で安心し
て暮らせる地域づくり 

■生活支援・介護予防サービス 
の基盤整備の推進 

センターの運営 
地域ケア会議の開催等 

■介護保険サービスの適正
な提供体制の推進 
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（２）重点的取組事項 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み 

《国の基本的な考え》 

○更なる高齢化の進展に伴い、介護予防サービスの一部を地域支援事業化し、あわせ

て地域の支えあいの仕組みなども取り入れながら多様で切れ目のない介護予防の

取り組みを進めていきます。 

↓ 

《久喜市における取り組み》 

○従来の事業者が行う専門的なサービスに加え、「地域の支え合い」という地域福祉

の考え方に基づき、高齢者を含む地域住民や NPO など多様な主体による新たなサ

ービスの提供について検討を行い、要支援者に必要なサービス及びその提供体制の

整備を図ります。 

 

■生活支援サービスの充実 

《国の基本的な考え》 

○何らかの支援を必要とする高齢者の増加に伴い、見守り・安否確認、外出支援、買

い物・調理・掃除などの家事支援などの生活支援のニーズが高まることが予想され

ます。そのような中、地域の多様な主体によるサービス提供が期待されること、高

齢者の社会参加を通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍することが

期待されています。 

↓ 

《久喜市における取り組み》 

○従来の市や社会福祉協議会、民間事業者の提供するサービスに加え、「地域の支え

合い」という地域福祉の考え方に基づき、高齢者を含む地域住民や NPO など多様

な主体による新たなサービスの提供について検討を行い、在宅高齢者に必要なサー

ビス及びその提供体制の整備を図ります。 

 また、地域の生活支援サービスの相談窓口を一元化できるよう、関係機関や地域と

相談しながら検討していきます。 
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■在宅医療・介護連携の推進 

《国の基本的な考え》 

○疾病を抱えても、住み慣れた住まいで療養し、暮らしつづけるためには、在宅療養

を支える関係機関が連携し、包拢的かつ継続的なサービスを提供することが必要で

す。多業種との協働により、在宅医療・介護が地域で一体的に提供できるよう、医

師会等と協働しながら、計画期間中に段階を追って、地域の関係機関による連携体

制づくりを進めていきます。 

↓ 

《久喜市における取り組み》 

○ 関係機関と連携して、地域の在宅医療のあり方や連携の体制について、その仕組

みづくりを研究します。 

 

■認知症対策の推進 

《国の基本的な考え》 

○認知症高齢者を地域で支えるために必要な早期診断等を行う医療機関、介護サービ

ス、見守り等の生活支援サービス等の状況に基づき、具体的な取組内容を進めてい

きます。また、認知症の普及啓発や認知症高齢者のいる家族等への支援を継続的に

進めていきます。 

↓ 

《久喜市における取り組み》 

○「脳の若返りプログラム」などの認知症予防の取り組みや、地域で認知症を早期に

発見するための仕組みづくり（認知症ケアパス）、認知症サポーター養成講座など

の認知症の知識の普及啓発を行います。 

 

■住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり 

《国の基本的な考え》 

○高齢者における住まいは地域包拢ケアシステムの基礎となるものです。多様な住ま

いにおいて、生活支援サービス等を利用しながら、個人の尊厳が確保された生活の

実現が求められています。住宅機関と連携を図りながら、高齢者の居住の安定的確

保に努めていきます。 

↓ 

《久喜市における取り組み》 

○サービス付高齢者向け住宅について、整備目標を掲げて整備を促進します。 
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第４章 施策の方向性 

 

基本目標１ 高齢者の安心・安全を支える 

1  地域包括支援センターの機能強化 

（１）地域包括支援センターの事業内容 

 

  地域包括支援センターは地域包括ケア体制を支える中核機関として、保健師等、社会

福祉士等、主任介護支援専門員の３職種を配置し、①総合相談・支援、②権利擁護、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といった機能を担う拠

点として位置付けられています。 

  また、地域包括支援センターでは、高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい尊厳あ

る生活を継続することができるよう、高齢者の心身の健康の保持、生活の安定のために

必要な支援等を行っています。 

  市には、５か所（久喜西地区、久喜東地区、菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区）の地域

包括支援センターを設置しています。これらのうち３か所は保険者である市が運営し、

２か所は市から委託を受けた久喜市社会福祉協議会が運営しています。 

 今後、地域包括支援センターは地域包括ケア体制を支える中核機関として、その機能を

さらに強化する必要があります。 

 

（２）地域包括支援センターの運営方針 

 

  市は、地域包括支援センターの運営について、地域包括支援センター運営協議会の機

能を兼ねた「久喜市介護保険運営協議会」の意見を踏まえ、適切、公正かつ中立な運営

を行います。 

  地域包括支援センターに配置されている保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門

員は、それぞれの職種ごとに主な役割はありますが、いずれの業務についても、主たる

担当職種のみで行うのではなく、各担当職種が地域包括支援センターの業務全体を十分

に理解し、相互に連携・協働しながら、チームとして活動できる体制となっています。 

 

 

 

（３）地域包括支援センターの今後の展開 

  

Ⅰ   施策の方向性 第4章  

計画

策定

の趣

旨 
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  平均寿命の延伸や単身高齢者・高齢者のみの世帯の増加など、介護や福祉のサービス

を必要とする高齢者が今後も増えていくことが予測されます。介護を必要とする高齢者

が住みなれた地域で自分らしく安心して暮らし続けていくことができるよう、地域包括

支援センターをはじめ関係機関が連携して相談支援体制を強化する必要があります。 

平成２６年度の介護保険法の改正により実施することとされた「介護予防・日常生活

支援総合事業」や認知症対策、在宅医療介護連携など、地域包括ケアシステムをより具

体化していく中で、地域包括支援センターは地域包括ケアシステムを支える要の組織と

して役割が重要性を増してきます。 

  地域包括支援センターが地域の中でこのような地域包括ケアシステムを支える要の組

織としての役割を担っていくため、市は、地域包括支援センターの機能の強化を図りま

す。 

   

2  地域包括ケアシステムのさらなる充実 

（１）地域包括ケアシステムの充実―地域包括ケア会議の実施 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、介護保険サービスや高齢者福祉サー

ビスの充実だけでなく、さまざまな機関や団体が連携し、高齢者を地域全体で支える取り

組みが大切です。 

市では、地域包括支援センターを中心とした相談・支援体制を推進し、区長や民生委員・

児童委員、久喜市社会福祉協議会、介護サービス事業者、在宅介護支援センター、医療機

関、ボランティア団体、ＮＰＯなど、関係機関・団体との連携を図りながら、高齢者の生

活を温かく支える地域包括ケアシステムの充実を図ります。 

また、関係者が一同に会し情報交換をできる場として、「地域包括ケア会議」を設け、地

域の福祉課題に対応していきます。 

 

（２）要援護者見守り支援事業の推進 

 見守り支援等が必要な高齢者、障がい者などの要援護者が、住み慣れた地域で安心して生

活を続けることができるよう、区長、民生委員・児童委員、自主防災組織等の地域の関係

者や久喜市社会福祉協議会、介護サービス事業者等が連携し、日ごろの生活上の見守り支

援に加え、災害発生時における安否確認や避難誘導などの支援を行う「久喜市要援護者見

守り支援事業」を推進します。 

 

（３）認知症高齢者対策の推進 

 高齢化の進行に伴い、認知症高齢者の増加が見込まれています。認知症の高齢者が住み慣

れた地域で暮らし続けていけること、そして介護者のさまざまな負担を軽減していくこと

が大切です。 
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そこで、認知症についての理解の促進を図るため、認知症に関する講演会や研修会の開

催やパンフレットの作成・配布などにより、市民に対する啓発活動を行います。また、市

独自の認知症チェックシートを配布し、認知症の早期発見につなげます。 

さらに、医療・保健・福祉等の関係機関と地域の連携によるネットワークを構築し相談・

支援体制の充実を図るとともに、地域の中で認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を

温かく見守る応援者として認知症サポーターの養成を推進します。 

 

（４）市民ボランティア・団体等との連携 

 高齢者が住み慣れた地域で暮らしていくために、ボランティア団体等と連携を深めるとと

もに、ボランティアの養成を推進します。 

また、市では、家に閉じこもりがちで支援が必要な高齢者を対象に、趣味活動やレクリ

エーション活動などのサービスを提供する「いきいきデイサービス事業」を実施するとと

もに各地域において、市民ボランティア・団体等が行っている事業に対しても保健師等を

派遣し、健康指導・健康相談を行うとともに、補助金を交付して活動支援を行っています。 

また、久喜市社会福祉協議会の地域を拠点とした「ふれあい・いきいきサロン」の設立

や運営の支援などこれらの団体等との連携を図りながら、高齢者を地域で支える取り組み

を推進します。 

 

３  生活支援サービスの充実 

高齢者の生活機能・身体機能を維持し、単身高齢者や高齢者のみ世帯でも安心して在宅

生活を継続できるようにするため、高齢者の在宅生活を支える「生活支援サービス」は今

後ますます重要性が高まります。 

現在、配食サービスや、簡単な掃除・洗濯など身の回りの家事を援助する生活援助サー

ビスをはじめ、介護タクシーなどの外出支援、食料品などの配達サービス、緊急時通報シ

ステムによる安否確認、自治会など地域で行う集いの場や近所づきあいの中での声かけ活

動など、高齢者の自立した在宅生活を支えるさまざまな生活支援サービスが提供されてい

ます。 

現状としては、これらのサービスは、それぞれが独立して提供されており、また地域差

もあることから、サービスの平準化と連携を図り、あわせて全体としての生活支援サービ

スが利用しやすいよう、相談窓口を一元化することが重要です。 

また、生活支援サービスは、高齢者の身近な生活上の問題に対応していることから、サ

ービスの内容によっては、その担い手として、地域社会を形成する住民の方々が主体とな

ることも効果的です。さらに、お元気な高齢者がサービスの担い手の側に回ることで、社

会参加と介護予防を図ることもできます。 

平成２６年度の介護保険法の改正により実施することとされた「介護予防・日常生活支
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援総合事業」の実施にも関わることから、市は、生活支援サービスの情報の一体的周知、

地域の生活支援サービス窓口としての生活支援コーディネーターの養成・配置などの生活

支援サービスの提供体制の整備について地域と相談しながら検討していきます。 

 

４  高齢者の権利擁護 

（１）高齢者虐待の防止 

高齢者虐待防止法が平成 17 年に施行されていますが、残念ながら高齢者の虐待は後を

絶ちません。平成 23 年度に実施した、ケアマネジャー対象の調査では、回答者の 40.0％

が、担当している利用者の中で、虐待が疑われる経験があると回答しています。また、虐

待の対応にあたり問題なこととしては、「虐待している方が虐待だと思っていない」が

55.9％、「家族間のことで立ち入りにくい」が 35.3％、「虐待を受けている方も容認してし

まっている」が 29.4％などとなっています。 

高齢者虐待防止のためには、高齢者やその家族、サービス提供事業者等の問題意識を高

める必要があります。そこで、研修会の開催やパンフレットの作成配布など、高齢者虐待

に関する啓発活動を行うとともに、地域包拢支援センターにおいて相談活動を行います。 

また、それに加え区長や民生委員・児童委員、介護関係者、さらには、医療機関・警察・

弁護士などの専門機関等と連携して見守り・支援活動を行い、高齢者虐待の早期発見に努

めます。 

さらに、高齢者への虐待を防止するためには、養護者に対する支援が必要です。そこで、

地域包括支援センターを始めとする関係機関が連携して、必要な指導・助言等を行います。 

 

（２）成年後見制度の普及啓発 

認知症などにより、判断能力が低下した高齢者の財産などを守るため、成年後見制度が

設けられています。これは、判断能力が十分ではない人に代わって契約を結んだり、既に

結ばれた契約を破棄したりすることができる「成年後見人・保佐人・補助人」を家庭裁判

所が選任するもので、選任後は後見人等が、介護保険利用に際しての契約や施設の入退所、

財産管理などを行います。 

成年後見制度の普及啓発を行うとともに市民後見人の育成を図るなど、高齢者が法律

的・経済的に守られるまちづくりを進めます。 

 

（３）防犯・消費者保護などの対策 

いわゆる「振り込め詐欺」や「リフォーム詐欺」など、高齢者が犯罪被害や消費者トラ

ブル等に遭う事例が多く報告されています。高齢者がそれらの被害に遭わないように、犯

罪や消費者トラブル等に関する情報を提供するなど、関係機関や地域と協力して啓発活動

に努めます。 
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また、被害に関する相談があった場合には、関係機関と連携して被害の拡大を防ぎます。 

 

（４）多様な相談体制の整備 

 

高齢者やその家族の介護の悩みや不安などに対応するため、身近な場所で必要なときに

相談に応じられる体制づくりを推進します。 

 

１ 総合相談窓口  

地域包括支援センターは各関係機関と連携を図り、高齢者やその家族に対し総合的な相

談・支援を行います。 

さらに、埼玉県社会福祉協議会の権利擁護センターでは、認知症高齢者等の生活上さまざ

まな権利相談を行っています。 

また、日常生活におけるさまざまな困りごと、夫婦や家族に関することなどについて、相

談しやすい環境整備を進めるため、「人権及び女性相談」及び「女性の悩み相談」を実施し

ています。 

 

２ 介護保険相談員  

介護保険相談員を要介護等認定者の自宅や介護サービス提供の場に派遣し、サービス利用

者などの介護保険に関する疑問や不満、不安などの相談に応じます。 

 

３ まちかど在宅介護相談薬局・薬店  

市内の薬局・薬店の協力により、「久喜市まちかど在宅介護相談薬局・薬店」を設置してい

ます。高齢者の身近な薬局・薬店において、高齢者やその家族のプライバシーを守りなが

ら、在宅介護の相談に応じます。 

 

（５）苦情に対する対応 

１ 苦情解決のしくみ  

介護保険に関する苦情については、市や各地域包拢支援センターにおいて対応するとと

もに、埼玉県運営適正化委員会や埼玉県国民健康保険団体連合会などにおいて、速やかな

苦情処理を図ります。 

 

２ 福祉オンブズパーソン制度  

福祉オンブズパーソン制度は、健康福祉サービスに関する苦情に対し、公正かつ中立な

場で迅速・適切に対処するための制度です。 

福祉オンブズパーソンは、サービス利用者からの苦情の申し立てを受け、調査により必

要と判断したときは、市または事業者に対し、意見表明や是正の勧告、制度の改善につい
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て提言します。これにより、利用者の権利を守り、より一層のサービスの充実をめざしま

す。 

 

５  災害対策・独居高齢者対策 

（１）地震などの災害に備える対策 

地震などの災害が発生したとき、自力で避難することが困難な高齢者や障がい者、要援 

護者等は、被害を受けやすく、避難の際にも支援が必要となります。 

要援護者の被害を最小限にくい止めるためには、災害時に支援を必要とする方の情報を 

事前に把握しておく必要があります。 

このため市では、地域との連携により、要援護者の日常時における見守りや災害時にお

ける安否確認等を実施する「久喜市要援護者見守り支援事業」を推進します。 

 

（２）災害時要援護者避難支援の充実 

避難する際に支援が必要な災害時要援護者が円滑に避難できるよう、久喜市地域防災計 

画に基づく災害時要援護者の避難支援に努めます。 

 

（３）独居・高齢者のみ世帯の安心を確保する対策 

市の提供する緊急時通報システム、配食サービス、久喜宮代衛生組合の提供するふれあ

い収集などのサービスで独居の方や高齢者のみの世帯の方の生活を支え、安心を確保しま

す。 

また、要援護者見守りネットワークや地域の自治会、民生・児童委員の訪問活動などを

通じて、地域における見守り体制を確保します。 

 

６  高齢者にやさしいまちづくり 

（１）バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

高齢者などが快適に暮らすことができる地域社会を実現するため、国の「高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」、県の「埻玉県福祉のま

ちづくり条例」、「埻玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例

（埻玉県建築物バリアフリー条例）」に基づき、高齢者などが安全かつ円滑に利用できるよ

うに配慮した公共施設等の整備に努めます。また、すべての人が利用しやすいように配慮

したユニバーサルデザインを取り入れたまちづくりを推進します。 

 

（２）安心できる高齢者の居住の場の確保と居住環境の整備 
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安定した住環境の確保は、暮らしのステージとして地域包括ケアシステムを支える基盤

となる施策です。ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯のさらなる急激な増加が予想される

なかで、高齢期を迎えても安心して地域に住み続けることのできる住環境の整備を引き続

き推進する必要があります。 

高齢者の住まいの確保に向けて、整備量目標を定めてサービス付き高齢者住宅の整備を

促進します。また、地域包括ケア会議等を活用して地域の高齢者専用賃貸住宅やシェアハ

ウスなど高齢者向け住宅の情報を収集し、一元化して提供する体制を検討します。 

また、自宅が高齢期の安全な住まいとなるように住宅改修や緊急時通報システム事業、

日常生活用具購入費助成事業などの制度等の普及啓発に努めるとともに、利用促進を図り

ます。 

 

（３）公共交通の整備 

公共交通機関が主たる移動手段であり、家に閉じこもりがちな高齢者の買物や通院など

の外出支援や社会参加を促すことは、介護予防や認知症予防の観点からも非常に重要です。 

市では、平成２５年１０月よりデマンド交通を導入し、市内循環バスとあわせて高齢者

を始めとする市民の移動手段の整備をすすめています。今後も、高齢者等のニーズを把握

しながら、引き続き日常生活に必要な移動手段となる公共交通システムの整備を図ります。 

また、道路については、カーブミラーや標識、ガードレールなどを適切に配置し、高齢

者を始めとする市民の通行の安全を図ります。 
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基本目標２ 高齢者のこころとからだを支える 

1  新たな介護予防事業の推進―新総合事業 

（１） 介護予防・日常生活支援総合事業の実施と予防給付の見直しへの対応 

  介護予防については、従来より一次予防事業、二次予防事業について取り組んできま

したが、さらなる高齢化の進展にあわせ、身近な地域の方とともに高齢者の在宅生活を

支えながらより効果的な切れ目のない介護予防の体制を整えることが課題です。 

平成２６年の介護保険法改正による、国の示しているガイドライン等を参考に、平成

２９年４月までに予防給付のうち訪問介護及び通所介護を新たな介護予防・日常生活支

援総合事業へ移行します。 

 移行に向けた準備として、地域包括ケア会議なども活用し、従来の事業者が行う専門

的なサービスに加え、高齢者を含む地域住民や NPO などの多様な主体による新たなサー

ビスの提供について検討を行い、要支援認定者に必要なサービス及びその提供体制の整

備を図ります。 

 また、要支援者以外の介護予防・日常生活支援サービス利用者については、その把握

につき基本チェックリストを利用することとなりますが、その実施方法等については、

国の動向も踏まえながら今後のあり方を検討します。 

 

（２）介護予防の普及と自主活動の支援 

 介護予防については、いきいきデイサービスや老人クラブ等の地域の高齢者団体など

に向けての健康教育、市民団体等に向けての介護予防出前講座、はつらつ運動教室、高

齢者のためのいきいきクッキングなどの取り組みを通じて引き続き介護予防の普及啓発

を図っていきます。 

 また、はつらつ運動教室リーダー養成・研修事業などを通じ、介護予防の担い手とな

るボランティアを育成するとともに、社会福祉協議会と連携し、「ふれあい・いきいきサ

ロン」などの地域の介護予防住民活動を育成・支援します。 

 さらに、介護予防について地域包括支援センターが相談を受けた際には、地域の介護

予防住民活動グループを一覧表にまとめ、高齢者の通いの場として積極的に紹介するな

ど、活動の活性化を図ります。 
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2  認知症高齢者等への支援 

認知症高齢者については、さらなる高齢化の進展により、地域における認知症高齢者の

見守り体制の構築、認知症に関する広報・啓発活動、地域において徘徊高齢者を早期発見

し早期に適切なケアにつなげる仕組みづくりが課題となっています。 

市では、地域包括ケア会議等を活用し、市民や専門家と協働し、地域ごとに適切なケア

の流れを示し、症状の段階ごとに相談機関を明示した「認知症ケアパス」として策定し、

これを普及啓発して早期発見・早期ケアを進めていきます。 

また、日頃の運動によって脳を活性化させ、認知機能の低下を予防する「脳の若返りプ

ログラム」を引き続き実施します。 

さらに、認知症高齢者を介護している家族の身体的・精神的負担の軽減を図るとともに、

認知症高齢者の在宅生活の継続及び生活の質の向上を図ることを目的として、地域におけ

る見守りや認知症を理解し、認知症の人や家族を温かく見守る「認知症サポーター」を養

成し、地域における支援を広げていきます。 

今後も地域や関係機関からの情報などを活用するとともに、地域のコミュ二ティ活動と

連携を図りながら、認知症サポーター養成講座や研修会等を開催し、地域における認知症

の人の見守りや家族への支援を推進します。 

 

3  介護サービスの質の確保と向上 

（１）相談・支援体制の強化 

介護サービスの利用者やその家族等が介護サービスに関するさまざまな相談を受けられ

るよう、地域包括支援センターなどによる相談支援体制の強化を図るとともに、適切な情

報を広く迅速に提供できるよう広報活動を行う必要があります。 

このため市では、介護保険制度及び高齢者福祉サービス等の普及並びに利用促進を図る

ため、広報紙や市のホームページなどを広く活用して高齢者に関するさまざまな事業の周

知を行うとともに、パンフレット等の作成・配布、職員の出前講座を通じて情報の提供を

行います。 

 

（２）在宅生活を支える介護施設サービス基盤の整備 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の基盤整備 

  在宅生活をしているが、施設入所が必要な方を支援し、家族介護者等の負担を軽減

するため、特別養護老人ホームの基盤整備を図ります。 

② 地域密着型サービスの基盤整備 

  介護を必要とする高齢者ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、多

様で柔軟な介護サービス拠点の充実を図ります。 
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  高齢者のニーズと地域特性に合わせて、地域に必要なサービスを検討し整備を図り

ます。 

③ サービス付高齢者向け住宅の整備  

  介護を必要とする高齢者が自立した生活を継続できるよう、サービス付高齢者向け

住宅の整備を図ります。 

④ その他の施設・居宅サービスの整備 

  介護老人保健施設や介護付有料老人ホームなどの施設は、既存の施設等を活用して

需要を賄います。 

  居宅系サービスについては、訪問看護や通所リハなどの医療系サービスが重要であ

ることから、状況を見ながら整備を誘導します。 

 

（３）人材確保の支援 

介護サービス事業者が安定したサービス提供を行うためには、人材の確保が必要です。 

市では高齢者福祉や介護サービスについての周知や啓発活動を通じて、人材の確保の支

援を行います。 

また、現場職員の資質向上を図るため、研修等の受講支援についても取り組みます。 

 

（４）介護サービス情報の公表 

利用者ができるだけ自らの選択で適切な介護サービスを受けられるように、介護サービ

スを提供する事業者に関する情報を提供しています。 

今後も、利用者が事業者を適切に選択し、利用者を通じて事業者の質の向上が図られる

よう、埼玉県や埼玉県社会福祉協議会の「埼玉県介護サービス情報公表センター」など関

係機関と協力しながら、事業者に関する情報を市民に広く提供します。 

 

（５）介護サービス事業者への適正な指導・監督 

市では、法令等に基づき介護サービスの提供事業者に対し、埼玉県との連携のもと、指

導・監査を適宜実施しています。 

また、「久喜市指定地域密着型サービス事業者等の指導及び監査実施要綱」を定め、地域

密着型サービス事業者に対する指導・監査を行っており、今後も継続して、よりよいケア

の実現と介護サービスの質の確保を図ります。 

 

（６）介護保険給付適正化の取り組み 

平成 12 年４月の介護保険制度開始以来、制度の普及と相まって、高齢者の介護サービ

スの利用は大幅に拡大しています。 

平成 27 年度にはいわゆる団塊の世代（昭和 22 年から 24 年生まれの方）が 65 歳を

迎えることなどから、およそ４人に１人が高齢者になる超高齢社会の到来が予想されてお
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り、介護給付費の増大と、それに伴う負担のあり方が課題となっています。 

また、サービス利用の増加に伴い、サービスの提供や請求における一部の事業者による

不適切な事例も発生しており、事業者への適切な指導・監査、制度に関わる職員の知識の

向上、利用者への制度の普及啓発などが求められています。 

 市では、現在埼玉県介護給付適正化計画を踏まえ、５つの重要事業を中心に適正化事業に

取り組んでいますが、今後も引き続き、介護給付の適正化に取り組みます。 

 

4  健康長寿のための健康づくりの推進 

 久喜市では、高齢者保健分野については、「久喜市健康増進計画」「久喜市特定健康診査等

実施計画」においてさまざまな施策を掲載していますが、健康づくりは在宅生活の維持や

介護予防と非常に密接なかかわりがあることから、これらの計画と連携して高齢者保健の

増進に取り組みます。 

 

（１）栄養・食生活に関する健康づくり 

 望ましい生活習慣の維持・改善、また食事の前提としての口腔機能の維持を図るため、

食生活相談事業や、高齢者のためのいきいきクッキング事業、地域支援事業の訪問型介護

予防事業（口腔ケア）などを実施します。 

 

（２）身体活動・運動に関する健康づくり  

 地域の健康づくり活動の支援、体力の維持、増進を図るため、これまでも埼玉県の「健

康長寿プロジェクト」のモデル事業として団地高齢者等を対象とした地域の健康づくりで

ある「わし宮団地わくわく事業」を実施するなどの取り組みをしてきたところですが、今

後も引き続き、はつらつ運動教室を通じた体操ボランティア（はつらつリーダー）の養成、

外出促進としてのいきいきデイサービス事業や観光ウォーキングコースの普及などを実施

します。 

 

（３）こころの健康の維持 

 こころの健康講座や地域支援事業の訪問型介護予防事業（口腔ケア）などを実施し、高齢

者のこころの健康の維持を図ります。 

 

（４）特定健康診査 

特定健康診査と特定保健指導を実施し、生活習慣病を予防して高齢者を始めとする市民

の健康の維持を図ります。 

 

（５）疾病予防や介護予防のための知識の普及 
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肺炎やインフルエンザなどの感染症予防や栄養に関する知識などを、医師会、歯科医師

会、薬剤師会等の各種団体とともに普及啓発を行い、健康を保つための取り組みを進めま

す。 

（６）後期高齢者医療制度の事業 

75 歳以上の方が対象となる後期高齢者医療制度では、より長く健康を維持できるよう、

健康診断等を実施しています。また、人間ドッグ等の検査費用の助成を行っています。 

 

５  保健・医療との連携 ― 在宅医療・介護連携の仕組みづくり 

介護や予防のサービス整備が進んでも、在宅医療の体制が整っていないと、すぐに病院

等に入院となって機能が後退し、退院時には在宅生活が困難となります。このような状況

は地域における介護予防の取り組みの効果を半減させるものであることから、在宅医療の

基盤整備と、介護サービスと医療系のサービスをスムーズに行き来できる在宅医療・介護

連携の仕組みづくりが重要です。 

市は、関係機関と連携して、その仕組みづくりを研究します。 
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基本目標３ 高齢者のいきいきとした暮らしを支える 

１  高齢者福祉サービスの充実 

 市では、介護保険の要介護等認定を受けていない方や、ひとり暮らし高齢者などを対

象として、さまざまな高齢者福祉サービスを提供しています。 

高齢者福祉サービスについては、今後も、介護保険事業（地域支援事業）との連携を

図りながら、効果的、効率的にサービスを提供していきます。 

 

 

（１）高齢者の生活支援のための事業 

①生活援助サービス事業  

現 状 

介護保険の対象にならないが、在宅で生活する上で支援が必要なひ

とり暮らし高齢者の、自立支援と要介護状態への進行を防止するため

に、ホームヘルパーを自宅に派遣し、買い物や調理、掃除等の軽易な

日常生活上の生活援助サービスを実施しています。 

課 題 
高齢者人口の増加等により、生活援助サービス事業の利用は増える

ことが見込まれることから、事業の利用促進を図る必要があります。 

今後の方針 

介護保険の対象とならないひとり暮らし高齢者などの生活実態の

把握に努め、支援の必要な方に対して、引き続き生活援助サービスの

提供を行うとともに、事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

 

 

②寝具乾燥消毒等サービス事業  

現 状 

在宅でねたきりなどの寝具類の衛生管理が困難な高齢者等を対象

に、乾燥消毒（月１回：水洗いの月は除く）、または水洗い（年２回）

を行うサービスを実施しています。 

課 題 
対象者の潜在的ニーズの把握に努め、事業の利用促進を図る必要が

あります。 

今後の方針 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 
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③訪問理容サービス事業  

現 状 

在宅でねたきりの状態、またはねたきりに準ずる状態にあり、理容

店に出向くことが困難な高齢者などを対象に、市内の理容組合の協力

により、理容師が出張して自宅で調髪等を行うサービスを実施してい

ます。 

課 題 

高齢者人口の増加等により、訪問理容サービス事業の利用は増加す

ることが見込まれることから、事業の利用促進を図る必要がありま

す。 

今後の方針 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

 

 

④いきいきデイサービス事業  

現 状 

介護保険の対象にならない家に閉じこもりがちで、支援が必要な高

齢者を対象として、市内 ２3 か所（各小学校区の公共施設等）にお

いて、通所により健康チェック、健康体操、給食、趣味活動等のサー

ビスを提供しています。 

課 題 

利用者の要介護状態への進行防止のため、事業内容の充実を図ると

ともに、身体状況の変化により介護や支援が必要な状態が生じた場合

には、介護保険サービスへの速やかな移行を図る必要があります。 

今後の方針 

利用者が介護予防に対する理解を深められるよう、身体状況に合わ

せたサービスメニューを積極的に取り入れ、より介護予防効果の高い

サービス提供に努めます。 

また、利用者の身体状況の把握に努め、地域支援事業の利用や介護

サービスが必要な場合は速やかにサービス利用へつなげるための支

援を行います。 
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⑤偕楽荘ショートステイ事業  

現 状 

介護保険の対象にならない方が、家族の冠婚葬祭等の理由によっ

て、家庭での生活ができないときや、生活管理指導が必要になったと

きなどに、一時的に偕楽荘への入所措置を行っています。利用定員は

５人で月６日以内となっています。 

課 題 
ひとり暮らしや家族養護を必要とする高齢者などが利用したいと

きにサービスが受けられるよう、事業の周知を行う必要があります。 

今後の方針 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

 

 

⑥久喜宮代衛生組合ふれあい収集  

現 状 
ごみ集積所までごみを出すことが困難な方に対し、自宅前までごみ

の収集にうかがう事業で、久喜宮代衛生組合で実施しています。 

課 題 
高齢者人口の増加等により、対象者も増加することが見込まれるこ

とから、必要とされる方への周知を図る必要があります。 

今後の方針 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

 

 

⑦養護老人ホーム 

現 状 

養護老人ホームは、65 歳以上で、環境的及び経済的理由等により

在宅での生活が困難な方を養護する施設です。 

市内には、偕楽荘（１か所）があります。平成 22 年度から指定

管理者による運営を行っています。 

課 題 

加齢による生活機能の低下に伴い、入居者の一部に介護が必要な状

況がみられます。 

また、本来の養護老人ホームの目的である入所者の生活支援ととも

に、社会復帰の促進や入所者の自立支援などの強化が求められていま

す。 

今後の方針 
偕楽荘の入所定員は５０人で、定員数を維持します。 

指定管理者との連絡調整を密にし、サービスの向上に努めます。 
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⑧老人福祉センター事業 

現 状 

高齢者の健康維持と増進・教養の向上を図るとともに、懇談やレク

リエーションなどを通じて、仲間づくりを広め、いきがいを持ち、健

康で明るい生活を楽しんでいただくための施設です。 

高齢者の憩いの場として親しまれており、趣味活動や各種イベント

が開かれるなど、高齢者の地域活動の中核施設となっています。 

市内には、菖蒲老人福祉センターと鷲宮福祉センターの２か所があ

ります。 

課 題 
趣味活動に加え、健康体操や健康講演会などの介護予防事業を実施

することにより、利用の促進を図る必要があります。 

今後の方針 事業の充実を図るとともに、周知に努め、利用促進を図ります。 

 

 

⑨高齢者福祉センター事業 

現 状 

民間の温泉施設の一部を活用した高齢者福祉センター「いきいき温

泉久喜」を、社会福祉法人への委託により運営しています。 

60 歳以上の市民の健康づくりや趣味活動、憩いの場として活用し

ています。 

課 題 
趣味活動に加え、健康体操や健康講演会などの介護予防事業を実施

することにより、利用の促進を図る必要があります。 

今後の方針 事業の充実を図るとともに、周知に努め、利用促進を図ります。 

 

 

⑩彩嘉園 

現 状 

彩嘉園は、要支援・要介護になるおそれのある高齢者などの生活機

能向上を図り、自立した生活を支援する介護予防の拠点施設となって

います。 

課 題 
介護予防の充実を図るとともに、事業の利用促進を図る必要があり

ます。 

今後の方針 

運動器や口腔機能等の向上を目的とした介護予防体操や認知症、閉

じこもり予防を実施します。又、事業の周知に努め、利用促進を図り

ます。 
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⑪その他の高齢者向け施設 

軽費老人ホーム（ケアハウス）・生活支援ハウスは、独立して生活することに丌安

がある高齢者が入居する施設です。市内には、久喜西地区に２か所、栗橋地区に１か

所開設されています。 

 

 

 

（２）高齢者の安心のための事業 

 

①緊急時通報システム設置事業  

現 状 

ひとり暮らし高齢者等が、自宅で急病などの緊急事態が発生したと

きに、専用の通報装置、またはペンダント型の無線発信器の非常ボタ

ンを押すと、看護師等が 24 時間常駐する民間受信センターが受信

し、緊急性があると確認された場合には、受信センターから埻玉東部

消防組合消防局司令室に通報されます。さらに利用者の緊急連絡先に

も民間受信センターから連絡がいきます。 

また、月１回、民間受信センターの看護師等が、利用者宅に電話し

て安否確認を行うとともに、利用者が健康に関する相談などをしたい

ときは、機器の相談ボタンを押すことにより、看護師等が対応します。 

課 題 
ひとり暮らし高齢者等の増加により、サービス利用者の増加が見込

まれることから、今後も事業の利用促進を図る必要があります。 

今後の方針 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 
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②高齢者日常生活用具購入費助成事業  

現 状 

心身機能の低下により、防火等に対する配慮が必要な在宅の単身高

齢者（生活保護世帯・市民税非課税世帯）の方に対して、電磁調理器、

火災警報器、自動消火器の購入費の一部を助成しています。 

課 題 
助成件数は尐ない状況にあることから、事業の利用促進を図る必要

があります。 

今後の方針 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

 

 

③徘徊高齢者・障がい者探索システム事業  

現 状 

認知症などにより徘徊行動のある高齢者や、外出した際に家に帰る

ことができない知的障がい者を在宅で介護している家族を対象に、

「徘徊高齢者・障がい者探索システム事業」を実施しています。 

高齢者等の行方がわからなくなった場合、家族から情報センターへ

探索が依頼されると、現在の位置情報を情報センターのオペレーター

が案内します。また、家族の要請を受けると緊急対処員が急行し、一

時保護します。 

課 題 
認知症高齢者などの増加により、利用者は増加することが見込まれ

ることから、事業の利用促進を図る必要があります。 

今後の方針 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 
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④「日常生活自立支援事業」利用料助成事業  

現 状 

「日常生活自立支援事業」は、久喜市社会福祉協議会が、高齢や知

的障がい、精神障がいなど、判断能力が十分でない方が地域において

自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用に関する情報提供・

助言・手続きの援助や日常生活に必要な金銭管理、書類等預かりサー

ビスなど、生活支援員が定期的に訪問して支援します。市では、サー

ビス利用料の一部を助成しています。 

課 題 
認知症高齢者等の増加により、利用者の増加が見込まれることか

ら、今後も、事業の利用促進を図る必要があります。 

今後の方針 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

 

2  社会参加活動の支援 

高齢者がいきがいに満ちた生活を送るためには、さまざまな社会参加の機会を提供する

必要があります。高齢者自らが、ボランティアとして社会に貢献する活動や生涯学習活動

などを行うことができるように、老人クラブをはじめとする高齢者の自主的な活動を支援

します。 

 

①老人クラブ 

現 状 

多くの高齢者が、老人クラブの活動をとおして、地域社会において

仲間づくりや健康づくり、ボランティアなどの活動を行っています。

対象は 60 歳以上の市民です。 

市では、老人クラブの活動を促進し、明るい長寿社会づくりの推進

を図るため、老人クラブ及び老人クラブ連合会に対し、補助金を交付

しています。 

課 題 
高齢者の増加等により、高齢者のいきがいづくりなど、社会参加の

促進を図る必要があります。 

今後の方針 

老人クラブの活動内容等を周知するとともに、魅力ある活動につい

て検討するなど老人クラブの活動を支援します。 

また、登下校時の見守り活動など、高齢者の知識と経験を活かしな

がら、さまざまな地域活動や社会活動を実践していただき、地域の連

帯意識の向上に努めます。 

  

 



37 

 

②地域住民とのふれあい活動、及びボランティア活動  

現 状 

市では、家に閉じこもりがちで支援が必要な高齢者を対象に「いき

いきデイサービス事業」を実施し、社会的孤立感の解消を図っていま

す。また、久喜市社会福祉協議会では高齢者の交流促進を目的として

「ふれあい・いきいきサロン」の設立・運営を行っています。 

さらに、高齢者の介護ボランティア活動を支援するため、「はつら

つ運動教室」のリーダーの養成や、特技を持った高齢者に各種教室・

講座の指導を依頼しています。 

課 題 
高齢者のいきがいづくりや社会参加の推進を図るため、地域で支え

合う社会づくりを進める必要があります。 

今後の方針 

家に閉じこもりがちな高齢者が、趣味、レクリエーション、社会活

動等をとおして、地域住民とふれあえるよう地域のコミュニティ活動

を支援するとともに、地域交流活動に関する情報提供を行います。 

また、元気な高齢者がその能力を活かし、援助を必要とする高齢者

等の生活支援を行う久喜市社会福祉協議会の「くき元気サービス」な

どのボランティア活動を支援します。 

 

 

③多世代交流の推進  

現 状 

市内の小・中学校では、高齢者との交流を図るため、介護施設など

の訪問やボランティア活動、施設行事等への参加、また、運動会や音

楽会など学校行事への招待などを行っています。 

課 題 今後は、交流活動の内容を検討し充実させる必要があります。 

今後の方針 
交流活動を推進することにより、高齢者と子どもの交流機会の確保

に努めます。 
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3  いきがいづくりの推進と就労支援 

①高齢者大学  

現 状 

実際の生活に即した教養の向上を図り、趣味活動や社会参加による

いきがいを高めることを目的に、４年制の大学を開設しています。対

象は 60 歳以上の市民で、学習以外にもボランティア活動やクラブ活

動など自主的な活動も行なわれています。 

課 題 
高齢者大学で培った教養や趣味活動を活かせる場の提供が求めら

れています。 

今後の方針 
高齢者大学の活動内容などの周知に努めるとともに、高齢者の学習

活動などを推進します。 

 

 

②高齢者スポーツ・レクリエーション活動  

現 状 

高齢者のスポーツ・レクリエーション活動は、健康志向の高まりを

受け、ウォーキングなどが活発に行われています。また、体育協会や

レクリエーション協会の加盟団体等においても、高齢者に適した活動

として、体操やダンス、ウォーキング、グラウンドゴルフ等の幅広い

活動が行われています。 

課 題 

スポーツ・レクリエーション活動は、健康づくりに役立つだけでな

く、活動を通じた世代間交流など、高齢者のいきがいづくりにつなが

っていることから、現在、スポーツ・レクリエーション活動に参加し

ていない高齢者に対する参加機会の充実が求められています。 

今後の方針 

高齢者向けのスポーツ・レクリエーションイベントや講座の開催、

各種団体活動の周知を図るとともに、高齢者の生活が活気に満ちて充

実したものとなるよう、スポーツ・レクリエーション活動を推進しま

す。 
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③就労支援  

現 状 

久喜市シルバー人材センターや、国と市が共同で設置した久喜市ふ

るさとハローワークにおいて、就業を希望する高齢者のニーズに対応

し、臨時的・短期的な就業支援や情報提供をしています。 

課 題 

シルバー人材センターでは、就業を通してのいきがいづくりを目的

としており、生計を立てるための就労とのすみ分けを図るとともに、

就業を希望する高齢者を対象にこれまでの蓄積した経験だけではな

く、新たな技能の習得についても充実を図る必要があります。 

高齢者人口が増えるなかで、高齢者のもつ能力を活かし、社会貢献

してもらうために、コーディネーター役としてのシルバー人材センタ

ーや、ハローワークの役割はますます重要なものとなっています。 

今後の方針 就業を希望する高齢者に就労に必要な情報提供を行い支援します。 

 

４  地域における支え合い活動の推進 

核家族化の進展とともに、地域の絆や地域力の低下が課題となっています。今後ますま

す増加する単身高齢者・高齢者のみ世帯への対応としても、地域における支え合いの重要

性が高まっています。 

市では、地域福祉計画を策定し、社会福祉協議会と連携してふれあい・いきいきサロン

や民間デイサービスをはじめとした市民相互の支え合い活動を促進するとともに、要援護

者見守り支援事業などの施策を推進し、市民・事業者等と協力したネットワークづくりや

福祉のまちづくりに取り組んできました。 

これをさらに進め、発展させるとともに、元気な高齢者を始めとした地域住民がニーズ

にあった地域活動に参加し、支援が必要な方を支えていくことができる場づくりや環境づ

くりを推進します。さらに、さまざまな市民や NPO・事業者等が参加する支え合いのしく

みを次の世代へと継承していきます。 
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【介護保険制度の主な改正ポイント】 

 

主要項目 主な内容  

１  地 域 包 拢 ケ

アシステムの

構築に向けた

の見直し 

(１)在宅医療・介護連携の推進 

地域支援事業の包拢的支援事業に連携推進を追加 

医師会と連携した地域資源の把握、研修、会議 

在宅医療拠点機能の構築、コーディネーターの配置 

(２)認知症施策の推進 地域支援事業の包拢的支援事業に位置づけ 

(３)地域ケア会議の充実 

地域ケア会議を地域支援事業の包拢的支援事業に

位置づけ 

ケアマネジメントの質の向上、地域課題の発見、資

源開発や地域づくりに取り組む 

 (４)生活支援・介護予防の充

実 

地域支援事業の包拢的支援事業に位置づけ 

担い手の養成とネットワーク構築、コーディネータ

ーの配置 

地域住民による運営の場の充実と地域づくり 

 (５)地域包拢支援センターの

機能強化 

役割に応じた人員体制の強化 

基幹的役割を持つセンターの設置 

２  サ ー ビ ス の

重点化・効率化 

(１)介護予防給付の一部を地

域支援事業へ移行 

平成 29 年４月までに介護予防給付の内、介護予防

訪問介護・介護予防通所介護を平成 29 年度末ま

でに新たな総合事業（介護予防・日常生活支援総合

事業）に移行 

新たな総合事業においては介護予防・生活支援サー

ビス事業と一般介護予防事業を実施する 

単価及び利用料は市町村が設定する 

(２)特別養護老人ホームの中

重度者への重点化  

給付対象を要介護３以上の者、その他居宅において

日常生活を営む者が困難な要介護者とする 

３  費 用 負 担 の

公平化 

(１)低所得者の第一号保険料

の軽減強化 

従来の軽減処置に加え別枠で公費により住民税非

課税世帯の保険料の軽減割合を拡大 

(２)一定以上所得者の利用者

負担の見直し 

一定以上所得者のある第一号被保険者の利用者負

担を２割に引き上げ（平成 27 年８月） 

(３)補足給付の見直し（資産等

の勘案） 

低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する補足

給付の要件に資産等を追加 

４ その他 

(１)在宅サービスの見直し 

小規模通所介護を地域密着型サービスに位置づけ 

事業者の事前登録（住宅改修） 

居宅介護支援事業者の指定権限を市町村に移譲（平

成 30 年４月） 

(２)施設サービス等の見直し 

サービス付高齢者向け住宅を住所地特例の対象と

する。 

住所地特例の対象者について、居住地の市町村が指

定した地域密着型サービスの利用を可能にし、地域

支援事業の対象とする 

 (３)介護サービス情報公開制

度の見直し 
法定外の宿泊サービスの情報公表 
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【国の基本的な指針の概要～市町村介護保険事業計画の記載事項～】 

 

総論 計画の概要及び現状の評価・今後の見通し 

 基本理念・達成しようとする目的・地域の特色 

計画期間・他の計画との関係 

計画作成のための体制の整備 

公表と普及啓発、達成状況の点検評価 

高齢者（被保険者）の現状と見込み 

保険給付の実績把握と分析 

日常生活圏域とその状況 

平成 37 年度の推計と第６期の目標 

各論 計画期間中の取組 

 地域包拢ケアシステム構築のための重点取組事項 

①在宅医療・介護連携の推進 

②認知症施策の推進 

③生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

④高齢者の居住安定に係る施策との連携 

各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み 

各年度における地域支援事業の量の見込み 

各年度における介護給付等対象サービスの確保方策 

各年度における地域支援事業の確保方策 

介護サービス及び地域支援事業の円滑な提供 

地域包拢支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表 

市町村独自事業に関する事項 

介護給付等に要する費用の適正化に関する事項 

療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項 

 

 

 


