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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 地域ケア会議の推進  ＞＞＞重点取組項目 

【現状と課題】 

 地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの実現のための有効な手段です。この会議には、

「個別課題の解決」、「地域包括支援ネットワークの構築」、「地域課題の発見」、「地域づく

り・資源開発」「政策の形成」といった機能があります。 

市では、定期的に地域ケア会議を開催しており、地域包括支援センターや居宅介護支援

事業所が受け持つ個別事例に対し、専門職の意見を聞きながら自立に向けたケアマネジメ

ントが提供できるように支援し、関係者との情報共有や共通認識を図っています。 

地域包括ケアシステムに必要な社会基盤の整備を進めるためにも、事例検討から共通し

た地域課題を把握し、地域づくり・施策形成などにつなげていくことが必要となります。 

【今後の展開】 

 地域ケア会議を定期的に開催する中で、自立支援に向けたケアマネジメントを検討する

とともに、共通した地域課題を抽出し、地域づくりや施策につなぐことができるよう取り

組みます。 

  

２ 地域包括支援センターの機能強化 

【現状と課題】 

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るために、その

高齢者と家族等を支える拠点として、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的

ケアマネジメント支援事業、介護予防ケアマネジメント事業を行っています。 

 地域包括ケアシステムの構築を推進していく中で、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中核機関としての業務を担っていることから、その役割はさらに重要

となり、業務負担が増加してきています。そこで、その機能を発揮していくために、セン

ターごとの業務の状況を明らかにし、これに基づく機能強化を図っていく必要があります。 

また、地域共生社会*の実現に向けた取り組みの検討を行う必要があります。 

【今後の展開】 

引き続き、高齢者の心身の健康維持、安心した生活を地域ぐるみで支えていくための拠

点として、関係機関と連携して高齢者とその家族等の支援ができるよう努めます。 

地域包括支援センターが、その機能を適切に発揮できるよう、国が策定する評価指標を
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用いてセンターごとの業務の状況を把握し、介護保険運営協議会において評価・点検を行

い、必要に応じた機能強化を図っていきます。 

また、市と地域包括支援センターが連携して、地域共生社会の実現に向けた取り組みの

検討を行います。 

 

３ 地域における支え合い活動の推進 

【現状と課題】 

市および社会福祉協議会では、地域福祉計画・地域福祉活動計画を策定し、さまざまな

立場の人と協働して地域を再構築するという、「地域の支え合い」活動を促進しています。 

また、前計画において、介護予防・日常生活支援総合事業の実施により、介護予防・生

活支援サービスの提供を地域全体で支えていく仕組みづくりを進めるとしています。 

主な取り組みとして、市では地区コミュニティ協議会の設立及び活動支援、介護予防ボ

ランティア（はつらつリーダー*）の育成、生活支援コーディネーター*の配置を、社会福

祉協議会では「ふれあい・いきいきサロン*」の設立及び活動支援、ボランティアセンター

事業、コミュニティソ－シャルワーカー*の配置、地域福祉推進のためのワークショップ開

催などを実施しています。 

今後ますます増加する高齢者が、地域でいきいきと安心して暮らせるよう、地域の支え

合い活動のさらなる推進が求められています。 

【今後の展開】 

 現在実施している取り組みを充実させるとともに、市と社会福祉協議会が連携し、生活

支援コーディネーターやコミュニティソーシャルワーカーの活動を支援しながら、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、地域包括支援センターや地域の関係者（地縁組織、NPO、事業者等）が参加す

る協議体を設置し、関係者間の情報交換や連携の強化を図り、地域の支え合いの輪を広げ

ていきます。 
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４ 在宅医療・介護連携の推進  ＞＞＞重点取組項目 

【現状と課題】 

高齢者ができるだけ在宅で暮らし続けるためには、医療機関と介護サービス事業所が連

携して包括的・継続的な在宅医療・介護サービスを提供するための体制を構築していくこ

とが必要です。 

このため、国は具体的取り組みとして、以下に掲げる項目について平成３０年度までに

すべて実施することとしています。 

 取 組 項 目 進捗状況 

１ 地域の医療・介護の資源の把握 実施中 

２ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 実施中 

３ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 取組継続 

４ 医療・介護関係者の情報共有の支援 取組継続 

５ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 実施中 

６ 医療・介護関係者の研修 実施中 

７ 地域住民への普及啓発 実施中 

８ 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 実施中 

※市では、取り組むべき項目のうち、６項目については実施しており、残る２項目につい

ても、実施に向けた取組を開始しています。 

 

 今後は、医療機関と介護サービス事業所が連携して切れ目のないサービスを展開してい

くことができるような体制の構築、医療・介護関係者の情報共有体制の構築を図ることが

必要です。 

【今後の展開】 

在宅医療・介護連携を推進するための会議を定期的に開催し、在宅医療・介護関係者の

連携の強化を図るほか、在宅医療・介護連携を支援するための拠点となる窓口の運営を南

埼玉郡市医師会に委託し、国の掲げる取組項目の充実・推進に努めます。 

〔在宅医療・介護連携のイメージ〕 市町村 
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５ 認知症高齢者等への支援  ＞＞＞重点取組項目 

【現状と課題】 

 認知症高齢者等については、さらなる高齢化の進展により、その数の増加が見込まれて

います。 

市では、「徘徊高齢者・障がい者探索システム事業」や「記憶力チェック体験」、認知機

能の低下を予防する「脳の若返りプログラム」を実施しています。 

また、認知症の疑いのある方やそのご家族に対して、認知症の相談を受ける「もの忘れ

相談」や、認知症の方に早期に関わり、その支援方法を検討する「認知症初期集中支援チ

ーム」が活動しています。 

さらに、認知症に対する理解を深め、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者とし

て「認知症サポーター」を養成し、サポーターのスキルアップを図るための「ステップア

ップ講座」を行うほか、認知症の方やそのご家族の精神的負担を軽減するために各地区に

おいて「オレンジカフェ」を実施しています。 

このほか、社会福祉協議会と合同で認知症ＳＯＳ徘徊模擬訓練を行っています。 

今後、ますます認知症高齢者等が増加する中、認知症の方やその家族を温かく見守る地

域づくりを行うとともに、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

期に発見し、適切な支援にむけて対応できる仕組みづくりが課題といえます。 

【今後の展開】 

記憶力チェック体験や脳の若返りプログラム、もの忘れ相談、認知症サポーター養成講

座などの事業を引き続き実施することで、認知症に対する理解の啓発・普及を図ります。 

また、「徘徊高齢者・障がい者探索システム事業」の充実、認知症ＳＯＳ徘徊模擬訓練の

定期的な開催により、地域における認知症高齢者の見守り体制の構築に努めます。 
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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 生きがいづくりの推進と就労支援 

（１） 高齢者大学 

【現状と課題】 

 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り生きがいを高めるこ

とを目的に、６０歳以上の方を対象とした 4 年制の高齢者大学を開設しています。高齢者

大学では、講座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。 

【今後の展開】 

 学びや奉仕活動などを通じて、生きがいと社会的役割を生む高齢者大学の活動内容につ

いて、今後も周知に努めます。 

 

（２） 高齢者スポーツ・レクリエーション活動 

【現状と課題】 

 市民のスポーツ・レクリエーション活動については、健康志向の高まりなどを受け、ス

ポーツ大会や教室等の開催が活発に行われています。 

 高齢者のスポーツ・レクリエーション活動は、健康づくりを目的としているほか、活動

を通じた世代間交流などにより、高齢者の生きがいづくりにもつながっています。今後は

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啓発を図るとともに、

多くの高齢者が参加できる機会の充実が求められています。 

【今後の展開】 

 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、高齢者のスポー

ツ・レクリエーション活動を支援します。 

 

（３） 就労支援 

【現状と課題】 

 就業を希望する高齢者に対し、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が、臨時的・短期的な就業支援や情報提供を行っています。 

 シルバー人材センターは、高齢者がこれまでに蓄積した経験を活かした就業をすること

による生きがいの充実や生活の安定を目的としています。 

【今後の展開】 

 高齢者の就労は自尊感情や社会的存在感などの幸福感を高める効果が期待でき、介護予

防に良い影響があるとされるため、高齢者の就労に関する情報提供を行います。 

基本目標２ 健康でいきいきとした暮らしを支える 
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２  社会参加活動の支援 

高齢者が生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、高齢者の自主的な活動を支援します。 

（１） 彩愛クラブ（老人クラブ） 

【現状と課題】 

 多くの高齢者が、彩愛クラブの活動を通して、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。また、市内小学生の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

ます。対象はおおむね 60 歳以上の市民です。 

 さらなる高齢者の増加等により、高齢者の生きがいづくりや社会参加の場として活動の

促進を図る必要があります。 

【今後の展開】 

 彩愛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彩愛

クラブの活動を支援します。 

 また、高齢者の地域活動や社会活動のさらなる充実促進を図るほか、地域の連帯意識の

向上に努めます。  

 

（２） 地域住民とのふれあい活動、及びボランティア活動 

【現状と課題】 

 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、社会福祉協議会では高齢者を

はじめとする市民相互の交流促進を目的として「ふれあい・いきいきサロン」の新規開設

や活動の支援を行っています。なお、その運営に関しては、ボランティア人材は欠かせな

いものとなっております。 

 また、高齢者実態調査において「どなたかと食事をともにする機会はありますか」との

設問に対し、「ほとんどない」または「年に何度かある」と回答した方の割合は、合計で

19.9％となっており、高齢者が地域住民とふれあう機会の確保などについて、さらに推進

する必要があります。 

 今後、高齢者の生きがいづくりや社会参加の推進に加え、さらなる介護予防の取り組み

を進めるため、高齢者やボランティアが一部の介護予防の担い手となることや、地域で支

え合う社会づくりを進めることが課題です。 

【今後の展開】 

 高齢者が、趣味、レクリエーション、社会活動等を通して、地域住民とふれあえるよう、

地域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。 
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（３） 多世代間交流の推進 

【現状と課題】 

 市内の小・中学校では、子どもたちと高齢者との交流を図るため、特別養護老人ホーム

をはじめとする介護施設等へ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多世代間交流を行っています。 

 多世代間交流によって、子どもたちにとっては高齢者に対する尊敬といたわりの心が養

われ、高齢者にとっては子どもたちへの知識や技術の伝承が生きがいづくりとなるなどの

成果が生まれます。また、子どもたちが将来的に介護職を選択するきっかけとなる可能性

も考えられます 

【今後の展開】 

 今後も各学校と介護施設等の交流活動などを通じて、高齢者と子どもたちが接点を持つ

機会を確保します。 

 

３ 健康長寿のための健康づくりの推進 

【現状と課題】 

高齢化が急速に進展するなか、高齢者の自立支援や居宅生活の継続という観点から、住

み慣れた住まいや地域で健康で自立した生活が送ることができるように支援することが求

められています。 

糖尿病や脳血疾患病等の生活習慣病により健康状態を維持できなくなることが、要介護

状態となる大きな要因と考えられます。このことから高齢者保健分野では、「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展開しています。 

健康づくりは、高齢者の在宅生活の維持や介護予防と非常に密接な関わりがあることか

ら、これらの計画と連携して高齢者保健の増進に取り組む必要があります。 

【今後の展開】 

 地域で行われる自主的な健康づくりの活動については、生活支援コーディネーターなど

により継続的に情報収集を行います。収集された地域の自主的な健康づくりの情報につい

ては、必要とする高齢者に提供できる体制について検討します。 
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４ 高齢者福祉サービスの充実 

 高齢者が住み慣れた地域で、安全で安心な生活が送れるような在宅福祉の充実を図るた

め、さまざまな高齢者福祉サービスを提供しています。今後も、介護保険制度における地

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ます。 

 

（１）高齢者の生活支援のための事業 

①  配食サービス事業  

【現状と課題】 

 65歳以上の単身、または65歳以上の方のみで構成する世帯で日常的に調理が困難な方、

もしくは身体障害者手帳 1から 3級または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている方に、栄養バランスの取れた食事を配達し、安否の確認を行っています。 

 口腔機能の低下で低栄養に陥る可能性のある高齢者が積極的に食事をとれるよう、状態

に合わせたメニューを取り入れる必要があります。 

【今後の展開】 

 食生活の改善や安否確認による単身高齢者等の安全の確保などの効果があることから、

今後も事業の継続に努めます。 

【配食サービス事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延べ利用者

数（人） 

前計画見込値 51,300 61,500 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

48,981 

 

53,461 

（推計） 

57,000 

 

61,000 

 

65,000 

 

 

② 生活援助サービス事業  

【現状と課題】 

 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単身高齢者を対象に、

自立支援及び要介護状態への進行防止のために訪問介護員を自宅に派遣し、買い物や調理、

掃除など、日常生活における軽易な生活援助サービスを実施しています。 

【今後の展開】 

自立支援・居宅生活継続に効果が期待できることから、事業の継続に努めます。 

【生活援助サービス事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年度末 

登録者数

（人） 

前計画見込値 16 17 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

4 

 

3 

（推計） 

3 

 

3 

 

3 
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③ 寝具乾燥消毒等サービス事業  

【現状と課題】 

 在宅でねたきりの状態、またはそれに準ずる状態にあり、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（年２回）を行うサービスを実施しています。 

高齢化の進展により、利用を必要とする方が増加すると見込まれることから、事業のさ

らなる周知を図ることが課題です。 

【今後の展開】 

 引き続き事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

【寝具乾燥消毒等サービス事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年度末 

登録者数

（人） 

前計画見込値 29 36 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

15 

 

15 

（推計） 

20 

 

25 

 

30 

 

 

④ 訪問理容サービス事業  

【現状と課題】 

在宅でねたきりの状態、またはそれ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、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。 

高齢化の進展により、利用を必要とする方が増加すると見込まれることから、事業のさ

らなる周知を図ることが課題です。 

【今後の展開】 

 引き続き事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

【訪問理容サービス事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年度末 

登録者数

（人） 

前計画見込値 51 65 ― ― ― 

前計画実績値及び

新計画見込値 

43 

 

45 

（推計） 

50 

 

50 

 

60 

 

 

⑤ 久喜宮代衛生組合ふれあい収集  

【現状と課題】 

 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

業を、久喜宮代衛生組合が実施しています。 

 高齢者人口の増加等により、対象者も増加すると見込まれることから、事業の周知を図

る必要があります。 

【今後の展開】 

引き続き事業の周知に努め、利用促進を図ります。 
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⑥ いきいきデイサービス事業  

【現状と課題】 

 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、

各小学校区の公共施設等において、健康チェック、健康体操、給食、趣味活動等のサービ

スを提供する「いきいきデイサービス事業」を実施しています。 

 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となった場合には、介護保険サービスへのスムースな

移行を支援する必要があります。 

【今後の展開】 

 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。 

【いきいきデイサービス実施会場】（平成 29年度） 

圏 域 実 施 会 場 

久喜西圏域 

（5会場） 

中央保健センター・本町小学校・ケアハウス和みの里・ 

除堀集会所・清久コミュニティセンター 

久喜東圏域 

（5会場） 

青葉公民館・太田小学校・青毛小学校・東公民館・ 

久喜パークタウン北団地自治会集会所 

菖蒲圏域 

（5会場） 

労働会館（あやめ会館）・森下公民館・彩嘉園・ 

菖蒲文化会館（アミーゴ）・しょうぶの里研修センター 

栗橋圏域 

（3会場） 

栗橋文化会館（イリス）・健康福祉センター（くりむ）・ 

栗橋コミュニティセンター（くぷる） 

鷲宮圏域 

（5会場） 

東鷲宮ニュータウン駅前通り住宅管理組合集会所・わし宮団地集会所・ 

鷲宮公民館・鷲宮福祉センター・デイサービスセンター恒寿苑 

【いきいきデイサービス事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

会場数 

（か所） 

前計画見込値 23 23 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

23 

 

23 

（推計） 

23 

 

23 

 

23 

 

年間 

実利用者数

（人） 

前計画見込値 345 350 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

347 

 

350 

（推計） 

350 350 350 
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⑦ 偕楽荘ショートステイ事業  

【現状と課題】 

 介護保険の対象にならないが見守り（養護）が必要な方を対象に、家族の冠婚葬祭等の

理由により、一時的な預かりが必要な場合に養護老人ホーム「偕楽荘」で短期間入所する

ことができる「偕楽荘ショートステイ事業」を実施しています。 

ひとり暮らしや家族の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。 

【今後の展開】 

 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

【偕楽荘ショートステイ事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年度末 

登録者数

（人） 

前計画見込値 10 12 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

9 

 

10 

（推計） 

10 

 

10 

 

10 

 

延べ 

利用日数

（日） 

前計画見込値 122 136 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

63 

 

350 

（推計） 

100 

 

120 

 

140 

 

 

（２）高齢者の安心のための事業 

① 緊急時通報システム事業  

【現状と課題】 

 単身高齢者等を対象に、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の

非常ボタンを押すことにより、看護師等が 24 時間常駐するコールセンターに通報される

「緊急時通報システム事業」を実施しています。また、緊急性が高い場合には、消防局指

令センターに通報されるほか、緊急連絡先にも連絡されます。 

高齢化の進展により、利用を必要とする方が増加すると見込まれることから、事業のさ

らなる周知を図ることが課題です。 

【今後の展開】 

 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

【緊急時通報システム事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年度末 

設置台数

（台） 

前計画見込値 840 890 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

805 

 

870 

（推計） 

930 990 1050 
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② 高齢者日常生活用具購入費助成事業  

【現状と課題】 

 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）の方を対象に、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。 

【今後の展開】 

 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

【高齢者日常生活用具購入費助成事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

電磁調理器

助成件数

（件） 

前計画見込値 3 5 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

2 

 

1 

 

1 1 1 

火災警報器

助成件数

（件） 

前計画見込値 20 25 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

0 

 

1 

（推計） 

2 2 2 

自動消火器

助成件数

（件） 

前計画見込値 3 5 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

0 

 

0 

（推計） 

1 1 1 

 

③ 「日常生活自立支援事業」（あんしんサポートねっと）利用料助成事業  

【現状と課題】 

 「日常生活自立支援事業」（あんしんサポートねっと）は、社会福祉協議会の生活支援員

が定期的に高齢者宅等に訪問して、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を実施する事業です。市

では、サービス利用料の一部を助成しています。 

高齢化の進展により、利用を必要とする方が増加すると見込まれることから、事業のさ

らなる周知を図ることが課題です。 

【今後の展開】 

 事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

【「日常生活自立支援事業」（あんしんサポートねっと）利用料助成事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年間 

利用者数

（人） 

前計画見込値 9 11 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

17 

 

18 

（推計） 

19 25 33 
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④ 徘徊高齢者・障がい者探索システム事業  

【現状と課題】 

 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携帯用端末機を貸与する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。 

 認知症高齢者が増加する傾向にある中、携帯用端末機の貸与の他にも徘徊行動のある高

齢者等の早期発見・見守りを行う対策が必要となってきています。 

高齢化の進展により、利用を必要とする方が増加すると見込まれることから、事業のさ

らなる周知を図ることが課題です。 

【今後の展開】 

 徘徊行動のある高齢者等の早期発見・見守りに効果のある新たな取り組みを検討すると

ともに、事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

【徘徊高齢者・障がい者探索システム事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延べ 

貸与件数

（件） 

前計画見込値 9 12 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

7 

 

5 

（推計） 

6 7 8 
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（３）高齢者の生活を支える高齢者福祉施設等のサービス 

① 老人福祉センター事業 

【現状と課題】 

 高齢者の健康保持と増進・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、生きがいを持ち、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。 

高齢化の進展により、利用を必要とする方が増加すると見込まれることから、事業のさ

らなる周知を図ることが課題です。 

【今後の展開】 

 今後も高齢者の健康増進及び介護予防の拠点として事業の充実を図るとともに、施設の

周知に努め、利用促進を図ります。 

【老人福祉センター事業の見込量】 

名 称 区 分 
平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

平成 31 

年度 

平成 32 

年度 

菖蒲老人福祉

センター 
延べ 

利用者

数 

（人） 

前計画見込値 22,600 22,650 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

21,758 22,000 

（推計） 

   

鷲宮福祉 

センター 

前計画見込値 28,000 28,500 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

25,532 

 

26,000 

（推計） 

   

② 高齢者福祉センター事業 

【現状と課題】 

 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

場として活用されております。 

高齢化の進展により、利用を必要とする方が増加すると見込まれることから、事業のさ

らなる周知を図ることが課題です。 

【今後の展開】 

 事業の充実を図るとともに、施設の周知に努め、利用促進を図ります。 

【高齢者福祉センター事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延べ 

利用者数

（人） 

前計画見込値 26,000 27,200 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

23,225 24,000 

（推計） 
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③ 彩嘉園事業 

【現状と課題】 

 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としての施設です。 

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。 

【今後の展開】 

彩嘉園にて、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。また、事業の周知に努め、利用促進を図ります。 

【彩嘉園事業の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延べ 

利用者数

（人） 

前計画見込値 1,200 1,200 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

1,870 

 

1,900 

（推計） 

   

 

④ 養護老人ホーム 

【現状と課題】 

 養護老人ホームは、65 歳以上で要介護には至らないが、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。市には、偕楽荘（定員 50人）の１か所があ

り、指定管理者により運営されています。 

高齢化の進展により、利用を必要とする方が増加すると見込まれることから、事業のさ

らなる周知を図ることが課題です。 

【今後の展開】 

 地域包括支援センターと連携し、利用が必要な方の把握を行うとともに、施設の周知を

行い、適切な運用を行います。 

【養護老人ホームの見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

施設数（か所） 1 1 1 1 1 

市内施設定員（人） 50 50 50 50 50 

年度末利用

者数（人） 

＊市外を含む 

前計画見込値 50 50 ― ― ― 

前計画実績値及び 

新計画見込値 

44 

 

48 

（推計） 

50 50 50 
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⑤ 軽費老人ホーム （ケアハウス） 

【現状と課題】 

 軽費老人ホームは、要介護に至らないが、独立して生活することに不安がある高齢者が

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。 

軽費老人ホームについて、高齢化の進展にともない独立した生活に不安を覚える高齢者

が増えるとか考えられることから増床が必要と考えます。 

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見られることか

ら、これに対応することが課題です。 

【今後の展開】 

 今後、さらなる高齢化の進展により、入所を希望する高齢者が増加すると見込まれるた

め、平成 3１年度に１施設の整備を見込みます。 

 また、介護保険サービスを必要とする方が適切にサービスを利用できるよう、施設との

連携を図ります。 

【軽費老人ホーム（ケアハウス）の見込量】 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

施設数（か所） 3 3 3 4 4 

市内施設定員（人） 140 140 140 158 158 
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５  高齢者の居住安定に係る施策との連携  ＞＞＞重点取組項目 

【現状と課題】 

 高齢者は住み慣れた家に住み続けたいというニーズが強く、また市においては高齢者の

持ち家率も高いことから、自立した居宅生活の維持という観点から、緊急時通報システム

や配食サービスなどを実施しています。 

 賃貸住宅の住み替えが必要になった場合には、住宅セーフティネット事業の活用や、市

営住宅や県営住宅などの公営住宅の情報提供が必要となります。また、居宅生活に不安が

ある高齢者の場合は、見守りなどの体制が整っている「サービス付き高齢者住宅」や「有

料老人ホーム」が有力な選択肢となることから、それらの情報提供が必要となります。 

 また、高齢者の多くが在宅生活を維持し、人生の最期を自宅で迎えたいという希望を持

っていますが、往診してくれる医師を知っている高齢者は少ないままです。 

【今後の展開】 

 住み慣れた家で生活し続けたいという高齢者のニーズに対応するため、引き続き緊急時

通報システムや配食サービスなどの高齢者福祉施策を実施します。 

 住宅セーフティネット事業や各種公営住宅、サービス付高齢者住宅、有料老人ホームの

情報提供を行います。 

 また、在宅医療・介護連携推進事業の取り組みを進めることで、高齢者が在宅で医療と

介護のサービスを受けながら、居宅生活を安定させることができる体制の構築に努めます。 
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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  介護サービスの質の確保と向上・人材育成 

（１）相談・支援体制の強化 

【現状と課題】 

高齢者やその家族は、地域包括支援センターやケアマネジャーに介護サービスなどに関

する様々な相談ができます。また、地域包括支援センターやケアマネジャーは、相談を受

けた場合は適切なサービスにつなぎ、その相談内容によっては制度に関する情報提供や、

関係機関への紹介を行います。 

積極的な情報発信の手段として、介護保険制度や高齢者福祉サービスの普及及び利用促

進をはかるため、広報やホームページなどの媒体を活用して、高齢者やその家族に対して

介護保険制度や様々な事業の周知を行っています。 

引き続き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

様々な手段や技術を活用して広報活動を行うことが課題です。 

【今後の展開】 

介護保険制度や高齢者福祉サービス等の普及と利用促進を図るため、広報やホームペー

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います。 

また、地域包括支援センターの機能強化を行うとともに、ケアマネジャーや民生委員・

児童委員などの関係者との連携を深め、相談支援体制のさらなる充実を図ります。 

 

（２）人材確保の支援 

【現状と課題】 

国の調べでは要介護３以上の高齢者が 213万人（平成 27(2015)年）から 421万人（平

成 75(2060)年）まで増加する見通しが示されています。今後、様々な形態の介護サービ

スの需要が増大し、人材に関する需要も増加すると考えられます。人材の確保は継続的に

困難となる事態が予想され、その対策が課題となります。 

【今後の展開】 

市では埼玉県と連携し、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、

介護職の人材確保を支援します。 

ハローワーク等の関係機関と連携し、介護分野における就職支援の取り組みに努めます。 

介護の仕事の魅力・意義に対する理解を深めるため、特に若いうちから介護を知ること

が重要であることから、学生、保護者、地域社会への情報発信、働きかけの強化について

研究し、それに取り組みます。 

現場の介護職員等が他職種に流出することを防ぎ、慰労と勤務意欲を高めることを目的

とし、それによる介護職員等の定着率の向上を目的とした表彰制度の創設に取り組みます。 

基本目標３ 安心・安全のまち 
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（３）介護サービス情報の公表 

【現状と課題】 

各介護事業者から提供された介護サービス情報は、都道府県を通じて厚生労働省の「介

護サービス情報公表システム」に集約されており、情報を得られるようになっています。 

 利用者が自らの選択で適切な介護サービスを受けられることを目指し、「介護サービス情

報公表システム」の普及と情報を得られる環境づくりが求められています。 

【今後の展開】 

 利用者が事業者を適切に選択することができるよう、厚生労働省の「介護サービス情報

公表システム」を広く周知し、利用の促進に努めます。 

  

（４）介護サービス事業者への適正な指導・監督 

【現状と課題】 

市では法令等に基づき「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・監査を実施しています。また、そ

の他の介護サービスの提供事業者に対しても、監査権限を有する埼玉県と連携して事業者

の適正化に努めています。 

【今後の展開】 

引き続き地域密着型サービスの指導監督権限や、介護サービスの苦情処理に関する指導

権限の活用を通じ、よりよいケアの実現、介護サービスの質の向上を図ります。 

 

（５）介護保険給付適正化の取り組み 

【現状と課題】 

介護保険制度開始以来、制度の普及により、高齢者の介護サービスの利用は大幅に拡大

しています。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り、給付水準を維持

確保する必要から、より一層の介護給付適正化が求められます。 

【今後の展開】 

平成 30年度より、久喜市介護給付適正化計画を定め、下記の５つの重要事業を中心に適

正化に向けた取り組みを行うこととします。  

【介護給付等費用適正化の取り組み】 

事業区分 内  容 

要介護認定の適正化 委託による認定調査の結果の点検等 

ケアプランの点検 面談方式による点検 

住宅改修等の点検 住宅改修の点検、福祉用具購入・貸与調査 

医療情報との突合・縦覧点検 医療情報との突合・国保連合会から提供される帳票の縦覧点検 

介護給付費通知 全受給者へ年２回通知 
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２  高齢者の権利擁護・虐待防止 

（１） 高齢者虐待の防止 

【現状と課題】 

 高齢者虐待防止法が平成 18 年に施行され、また児童虐待、高齢者虐待及び障がい者虐

待に関する施策を総合的かつ計画的に推進する目的で埼玉県虐待防止条例が平成３０年に

施行されます。それに伴い、虐待防止に関する各種取り組みが行われていますが、高齢者

の虐待事例は後を絶ちません。 

 高齢者虐待を防止するためには、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、多職種による支援体制を確立する必要があります。 

【今後の展開】 

高齢者虐待防止に関する啓発活動や、地域包括支援センターにおける相談活動などを引

き続き行います。 

 

（２） 成年後見制度の利用促進 

【現状と課題】  

 成年後見制度は、認知症など判断能力が十分でなくなる事態が生じた方を法律的に支え

守る有効な手段であります。また、成年後見は、一般的には身近な親族が受けることが多

い状況にありますが、単身高齢者の増加等により、市民後見人の必要性も高まっています。 

 このことから、成年後見制度の内容と手続き、相談窓口などの周知を図るとともに、利

用者に信頼される質の高い市民後見人の養成に努めるなど、成年後見制度の利用促進が課

題となっています。 

【今後の展開】 

 地域包括支援センターの相談窓口の充実を図り、成年後見制度の普及啓発に努めるとと

もに、市民後見人の養成に努めます。 

 

（３） 防犯・消費者保護などの対策 

【現状と課題】 

高齢者は生活上のさまざまな不安を抱えがちであり、犯罪に巻き込まれることが多いこ

とから、相談窓口を充実して高齢者の生活上の不安解消に努めるほか、高齢者に防犯や消

費者保護についての情報を確実に伝えていくことが重要です。 

【今後の展開】 

高齢者が犯罪や消費者トラブル等に巻き込まれないよう、適時に必要な情報を提供する

とともに、関係機関や地域と協力して防犯活動等に努めます。また、高齢者の被害につい

ては、市の法律相談・行政相談・消費生活相談室などを活用するとともに、関係機関と連

携して被害の拡大を防ぎます。 
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（４） 多様な相談体制の整備 

【現状と課題】 

高齢者の権利擁護に関するサービスの充実に向けて、相談窓口の周知が課題となります。 

現在、実施中の相談窓口 

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。 

② 法律相談・行政相談・消費生活相談室 

今後も引き続き、法律相談・行政相談・消費生活相談室を実施し、高齢者をはじ

めとする市民のさまざまな困りごとに対応する体制を維持します。 

③ 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、在宅介護に関するさまざまな不安

などの相談に応じます。 

【今後の展開】 

 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さらに推進します。 

 

（５） 苦情に対する対応 

【現状と課題】 

 事業所が提供する介護保険サービスや、市が提供する高齢者福祉サービスについては、

常に利用者である高齢者の側に立ち、適切に提供されなければなりません。 

 また、常に質の向上を目指して充実すべきことから、現状のサービス提供についての課

題を把握し、改善につなげる取り組みを行う必要があります。 

現在実施中の介護保険に係る苦情対応 

① 介護保険サービスにかかる苦情対応 

    介護保険サービスに関する苦情については、各事業所での受付のほか、保険者とし

て市や各地域包括支援センターが対応し、サービス提供者を指導しながら苦情の解決

を図っています。 

② 福祉オンブズパーソン制度 

    各種健康福祉サービスに関する苦情に対し、公正かつ中立な立場で迅速・適切に対

処するための制度として、福祉オンブズパーソンを配置し、苦情対応を行っています。 

【今後の展開】 

 各種福祉サービスの苦情への対応として、介護保険苦情処理の仕組みや福祉オンブズパ

ーソン制度を設けていることから、今後も引き続き周知に努め、サービス利用者からの苦

情に対応する体制を充実していきます。 
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３  災害対策・単身高齢者等対策 

（１） 地震などの災害に備える対策 

【現状と課題】 

 市では「久喜市地域防災計画」を策定して防災対策に取り組んでいるところですが、平

時から災害についての備えを整え、起こりうる事態について想定しておくとともに、災害

時に高齢者をはじめとする自力で避難することが困難な「要配慮者」が安心・安全に避難

生活を送れる体制を整備する必要があります。 

【今後の展開】 

 地震や火災などの災害に備え、避難所や避難経路の周知を図るほか、一人ひとりができ

る防災対策について啓発と周知を図ります。 

 グループホームなどを含めた高齢者施設については、水防法等が平成２９年に改正され

たことに伴い、これまでの火災や地震のほか、浸水想定地域においては洪水・浸水を想定

した避難確保計画を策定することとなりました。そのため、平常時から地域住民を交えた

防災・避難訓練を実施するよう働きかけます。 

 災害時に福祉的ケアの必要な高齢者等の要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、「福

祉避難所」を指定していますが、今後さらにその数を増やすなど、充実を図ります。 

 

（２） 災害時要援護者避難支援の充実 

【現状と課題】 

  地震や風水害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

者などの「要配慮者」の中でも、一人暮らし高齢者や介護度の高い方など、円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため特に支援を要する方を「避難行動要支援者（要援護者）」と呼びま

す。要援護者は、災害時に被害を受けやすく、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ことが必要です。そこで、市では、地域との連携により、要援護者の

平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」を実施し、要援護者を申し出により「要援護者登録台帳」に登録し把握しています。 

 このような要援護者は、今後もさらなる高齢化の進展とともに増加することが見込まれ、

対応の強化が課題となっています。 

【今後の展開】 

 避難する際に支援が必要な要援護者が円滑に避難できるよう、引き続き久喜市地域防災

計画に基づく要援護者（避難行動要支援者）の避難支援に努めます。 
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（３）単身・高齢者のみ世帯の安心を確保する対策 

【現状と課題】 

市では、久喜市要援護者見守り支援事業の一環として、新聞配達員や電気検針員などの

訪問時にあわせて見守りを行う「要援護者見守りネットワーク」を構築しています。今後

は、この要援護者見守りネットワークや地域における公的・民間の見守り体制をさらに充

実していく必要があります。 

【今後の展開】 

市の提供する緊急時通報システム事業や、配食サービス事業、久喜宮代衛生組合が行う

ふれあい収集、社会福祉協議会のふれあい電話、さらには住民主体の集いの場など、生活

支援サービスをさらに充実し、単身高齢者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、福祉委員の訪問

活動の充実促進を行い、地域における見守り体制の一層の強化を図ります。 
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４  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 

【現状と課題】 

 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、埼玉県は「埼玉県福

祉のまちづくり条例」を定めております。これに基づき公共施設や道路などの法律等に基

づくバリアフリー化に取り組んできました。 

 また、要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けるために必要なこととして、

介護に適した住宅に改修したいことを挙げるという意見が 5.3%に留まり、介護保険での住

宅改修については周知が十分ではないという課題があります。 

【今後の展開】 

 今後も、高齢者などが安全かつ円滑に利用できるように、バリアフリー、ユニバーサル

デザインに配慮した公共施設等の整備に努めることを継続します。 

 介護保険サービスの住宅改修については、周知の強化を図り、さらなる利用の促進に取

り組みます。 

 

（２） 高齢者の外出を支える公共交通の充実など 

【現状と課題】 

高齢者の移動手段は、地域や身体の状態により大きく異なります。 

介護保険に該当しない高齢者は、「自身が運転する自動車(54.5%)」や「徒歩(52.7%)」、

「自転車(47.4%)」などを交通手段としておりますが、要支援・要介護者では「人が運転

する自動車(57.4%)」や「徒歩(27.2%)」、「タクシー(18.2%)」の比率が高くなります。 

高齢者の多くは介護保険に該当した場合、移動手段を失い家に閉じこもりがちとなりや

すくなると考えられるため、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あると考えられます。 

外出手段を持たない高齢者のために、公共交通機関である電車やバスの情報のみならず

デマンドバスや福祉タクシー、福祉有償運送などに関する情報を収集し、必要に応じて高

齢者等に提供します。 

公共交通機関の整備が不十分なエリアにおいては、住民主体の送迎など地域での外出支

援の取り組みを促進することを検討する必要があります。 

また、県内全域において高齢者の交通事故率が増えていることから、交通安全教育の充

実などが課題となります。 

【今後の展開】 

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充実を図るとともに、地域による住民主体の外出支援サービスの取り

組みを支援します。 


