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１．計画策定の背景と趣旨
我が国の総人口は、減少している一方、65 歳以上の高齢者人口は 3,617 万人
となり、総人口に占める高齢者の割合は 28.7％に達しました（令和２年 9 月 15
日現在推計）。本市においても、高齢者人口及び高齢化率はともに伸び続けており、
令和２年９月末日現在の高齢者人口は 25,334 人、高齢化率は 30.2％となってい
ます。我が国の高齢化は、世界に類を見ないスピードで伸展しています。
団塊の世代（※1）が 75 歳以上となる令和７（2025）年以降、団塊ジュニア
世代（※2）が 65 歳以上となる令和 22（2040）年に高齢者人口がピークを迎
え、介護ニーズの高い 85 歳以上人口が急速に増加することが予測されています。
それに伴い、総人口・現役世代人口の減少が顕著となり、介護を支える人的基盤の
確保はますます重要になります。
また、近年は自然災害や新型コロナウイルス感染症に関する対策への強化が必要
になっています。災害や感染症が発生した場合も、介護を要する人へ必要なサービ
スを継続的に提供できる体制を整備することが重要です。
本市では、平成 27 年３月に「中津市第６期介護保険事業計画及び高齢者福祉計
画」
（以下「第６期計画」という。）を策定以降、
「住まい」
「生活支援」
「介護」
「予
防」「医療」を一体的に提供して、支援が必要な高齢者の住み慣れた地域における
生活を支援する「地域包括ケアシステム」の構築を進めてきており、平成 30 年 3
月には、第６期計画を継承した「中津市第７期介護保険事業計画及び高齢者福祉計
画」
（以下「第７期計画」という。）を策定し、2025 年までの中長期的な視野に立
ち、国の方針とこれまでの事業実績や地域の現状を踏まえながら、課題の解決と高
齢者福祉のさらなる充実を図ってきました。今後、高齢化が一層進む中で、高齢者
の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、地域共生社会（※3）の実現に
向けた中核的な基盤となり得るもので、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤
の整備とあわせて、介護保険制度に基づく地域包括ケアシステムの推進や地域づく
り等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図っていくことが求められ
ています。
この地域共生社会の実現は、2030 年までに達成を目指す国際目標、ＳＤＧｓ（持
続可能な開発目標）の基本理念である「誰一人取り残さない」の実現に資するもの
であり、多様な主体によるパートナーシップをもって、持続可能な介護保険事業と
高齢者福祉を着実に推進していく必要があります。
このような状況を踏まえ、第６期計画以降の介護保険事業計画を地域包括ケア計
画として位置付け、2025 年までに地域包括ケアシステムを段階的に構築するとと
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もに、2040 年までに介護サービス基盤を計画的に整備することを見据え、これま
での取り組みを継承した「中津市第８期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画」
（以
下「本計画」という。）を策定します。
※1 団塊の世代…昭和 22（1947）年から昭和 24（1949）年にかけて生まれた世代
※2 団塊ジュニア世代…昭和 46（1971）年から昭和 49（1974）年にかけて生まれた世代
※3 地域共生社会…高齢者介護、障がい福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、
「支える側」、
「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役
割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会

２．計画の位置付け及び目的
高齢者福祉計画は、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の８の規
定に基づき、市町村に作成が義務付けられた計画です。また、介護保険事業計画は、
介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 117 条の規定に基づき、市町村に作成
が義務付けられた計画です。
高齢者福祉計画は、地域における福祉サービスや高齢者に関する政策全般を策定
するもので、要介護認定者だけでなく、すべての高齢者を対象とする計画であり、
その目的はすべての高齢者が住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせる社会
の構築にあります。
介護保険事業計画は、介護サービス基盤の整備及び第１号被保険者の保険料の基
礎となるもので、要介護認定者、要支援認定者及び要介護・要支援となるリスクの
高い高齢者を対象としており、３年毎に介護保険事業に係る保険給付やサービスを
円滑に提供するための基本となる実施計画です。
したがって、高齢者福祉計画はその目的、対象及び内容において、介護保険事業
計画を包含する上位の計画と位置付けられ、両計画の連携と調和を保つためにも、
一体的な策定が求められています。
■高齢者福祉計画と介護保険事業計画の関係

中津市高齢者福祉計画
〇高齢者福祉施策全般の総合的な指針
〇介護保険以外の高齢者福祉の具体的施策

中津市第８期介護保険事業計画
〇介護保険に関する施策と事業見込み
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また、両計画の見直しに当たっては、国、県の定める策定指針を踏まえ、「おお
いた高齢者いきいきプラン（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）」と
の整合性を図るとともに、本市の上位計画である「第５次中津市総合計画」や「第
３次中津市地域福祉計画」をはじめとする本市の各種関連計画との整合性を図りま
す。
■計画の位置づけ

中津市総合計画

中津市地域福祉計画
住民の自発的な福祉活動
と行政サービスの連携

連携

公的サービスの仕組み
（対象者別サービスの基盤整備）
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市
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３．計画の期間
本計画の期間は、令和３（2021）年度から令和 5（2023）年度までの３年間
です。第６期計画で開始した地域包括ケアシステムを 2025 年までに段階的に構
築するための方向性を継承しつつ、2040 年を見据え、高齢者の自立支援と要介護
状態の重度化防止に向けた取り組みをさらに推進していくとともに、介護サービス
基盤を計画的に整備していくための計画を策定します。
■計画期間
2025年までに地域包括ケアシステムを段階的に構築

第７期計画

平成30(2018)年
〜令和2(2020)年

第８期計画

令和3(2021)年
〜令和5(2023)年

第９期計画

令和6(2024)年
〜令和8(2026)年

2025年
団塊の世代が75歳に

・・・

第14期計画

令和21(2039)年
〜令和23(2041)年

2040年
団塊ジュニア世代が
65歳に

2040年を⾒据え、⾼齢者の⾃⽴⽀援と要介護状態の重度化防⽌に向けた取組をさらに
推進していくとともに、介護サービス基盤を計画的に整備
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４．計画の策定体制
高齢者に対する保健福祉施策や介護サービスのあり方については、高齢者はもと
より、広く市民のニーズを把握し、それを反映させるよう配慮する必要があります。
そこで、本計画の策定にあたっては、以下のような取り組みを行いました。

（１）中津市介護保険運営協議会における審議
本計画の策定にあたっては、介護保険の被保険者代表や各専門分野からの委員で
構成された「中津市介護保険運営協議会」で審議を行いました。
また、計画の進行管理については、同協議会が必要に応じて進行状況を把握し、
サービスの提供状況やサービス提供者相互間の連携状況等についても点検を行う
こととします。

（２）高齢者福祉に関するアンケート（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）
の実施
地域における要介護状態となる前の高齢者のリスクや社会参加状況等を把握し、
計画策定の基礎資料とするため、「高齢者福祉に関するアンケート（介護予防・日
常生活圏域ニーズ調査）」（以下「ニーズ調査」という。）を行いました。

●ニーズ調査の実施概要
調査対象者

① 一般高齢者
中津市内在住の 65 歳以上の高齢者（令和元年 12 月 1 日現
在）のうち、中津市の介護保険被保険者で、かつ要介護認定を
受けていない人の中から無作為抽出した 2,500 人
② 介護予防・日常生活総合事業の事業対象者
中津市内在住の介護予防・日常生活総合事業の事業対象者（以
下「事業対象者」という。）の中から無作為抽出した 140 人
③ 要支援認定者
中津市内在住の要支援認定者の中から無作為抽出した 349 人
（要支援１：116 人、要支援２：233 人）

調査方法

①郵送法（郵便による調査票配布・回収）
②③事業所職員による聞き取り調査

調査期間

令和 2 年 1 月 6 日（月）から令和 2 年 3 月 13 日（金）まで

回収結果

配布数：2,989 件、回収数：1,919 件（回収率 64.2％）
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（３）在宅介護実態調査の実施
在宅で生活している要支援・要介護者とその主な介護者の状況を把握し、要介護
データと組み合わせることにより、在宅生活の継続に効果的なサービス利用や介護
者の仕事と介護の両立を図るための方策等を検討するため、「在宅介護実態調査」
を行いました。

●在宅介護実態調査の実施概要
調査対象者

在宅で生活している要支援・要介護者のうち「要支援・要介護認
定の更新申請・区分変更申請」をした人及びその介護者（ただし、
医療機関に入院している人、特別養護老人ホーム・老人保健施
設・介護療養型医療施設・特定施設・グループホーム・地域密着
型特定施設・地域密着型特別養護老人ホームに入所または入居し
ている人を除く）

491 人

調査方法

認定調査員又は事業所職員による聞き取り調査

調査期間

令和 2 年 1 月 6 日（月）から令和 2 年 3 月 13 日（金）まで

（４）パブリックコメントの実施
本計画素案に対し、市民から幅広い意見を募集し、計画に反映させるために、令
和 3 年１月８日（金）から１月２５日（月）まで、パブリックコメントを実施しま
した。
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５．計画の基本理念
生涯健やかで共に助け合い、生きがいをもって暮らせるまち
本市では、第３期計画から第７期計画まで一貫した基本理念「生涯健やかで共に
助け合い、生きがいをもって暮らせるまち」に基づき、本市に暮らすすべての高齢
者が、緑豊かな自然に恵まれた環境と、住み慣れた地域の中で、共に助け合いなが
ら、健康で生きがいをもって生活できる社会の構築を目指し、「地域包括ケアシス
テム（中津市版）」の構築を推進してきました。
本計画においても、一貫した基本理念に基づき、総合的な福祉の充実・増進を目
指していきます。第７期計画で目指した目標や具体的な施策を踏まえ、「地域包括
ケアシステム（中津市版）」の構築に向けた取り組みを継続し、より一層推進して
いきます。また、地域包括支援センターの機能強化を図り、関係機関との連携及び
地域づくりに向けた支援を強化することによって、地域共生社会の実現に向けた取
り組みを進めます。高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取り組み及び医療・介
護連携の推進については、具体的な評価項目を定め、介護予防・健康づくり施策の
推進を図ります。
■地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制のイメージ図

出典：厚生労働省
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６．計画の基本方針・基本目標
基本方針

～地域包括ケアシステムの深化・推進～

地域包括ケアシステムの構築を行ってきた、これまでの第７期計画からの取り組
みを継続しつつ、地域の特性を生かしながら、行政と地域が連携して、「地域包括
ケアシステムの深化・推進」を図っていくことを本計画の基本方針とします。
高齢者が住み慣れた地域で、社会活動への参加により「生きがい」を感じ、毎日
をいきいきと楽しく暮らせるように、地域に関わる世代・立場を超えたあらゆる人
たちがみんなで力を合わせて地域社会を組織的に構築し、高齢者の生活を支えてい
くことが必要です。
令和 7（2025）年の本市は、満 65 歳以上の高齢者数が 25,537 人、高齢化
率は 31.2％に達すると予測されています。とりわけ満 75 歳以上の後期高齢者は
14,616 人と、高齢者の 57.2％を占めると推測されており、何らかの支援が必要
な高齢者が急速に増えていくと思われます。
このような社会状況の中で、これからの高齢者に求められるのは、健康な状態を
長く保ち、可能な限り“自分でできることは自分でやる”ことです。
本市では、2025 年を見据え、元気で活動的な高齢者が住み慣れた地域で生活を
継続できる社会を実現するため、９つの基本目標に基づき、すべての高齢者が、介
護予防に努め、健康で生きがいある生活を送るために、幅広い視点で様々な高齢者
施策に引き続き取り組んでいきます。

～基本目標～
① 介護予防の推進
② 高齢者の住まいの安定的確保
③ 認知症高齢者支援・対策の推進
④ 在宅医療と介護の連携強化
⑤ 生活支援体制整備の推進
⑥ 介護サービス基盤等の充実
⑦ 地域支援事業の質的向上と充実
⑧ 高齢者の生きがいづくりと社会参加
⑨ 介護サービスの適正化・質的向上
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（１）日常生活圏域について
「日常生活圏域」とは、「地域包括ケアシステム」の実現のために、住み慣れた
地域で必要なサービスを受けられる体制の整備を進める単位で、国では、概ね 30
分以内にサービスが提供される範囲としています。
本市の日常生活圏域については、第７期計画策定時に、地域包括ケアシステムの
深化・推進を進めるべく、地域の実情に応じた住民主体の多様な生活支援サービス
を含め、利用者から見た一体的なケアを実現するため、より身近な地域で地域資源
間の連携・協働を図るとともに、必要に応じて不足するサービスの提供体制の整備
を図るため、市内の中学校区を単位とした 10 圏域に変更しました。
本計画の日常生活圏域については、第７期計画において変更した 10 圏域を踏襲
し、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを継続し、より一層推進してい
きます。

中津圏域
城北圏域
東中津圏域
豊陽圏域
緑ヶ丘圏域

今津圏域

三光圏域

本耶馬渓圏域
山国圏域

耶馬溪圏域
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■日常生活圏域別高齢者人口と高齢化率等の状況
番号

圏域
（中学校区）

人口
（人）

高齢者
人口

高齢化率

（人）

（％）

後期高齢者
比率

要介護
認定率

（％）

（％）

高齢者のみ
認知症
世帯比率※1 高齢者率※2
（％）

（％）

1

豊陽圏域

13,270

3,666

27.6

50.2

16.7

30.6

10.0

2

緑ヶ丘圏域

20,654

5,839

28.3

49.2

16.6

32.8

10.6

3

中津圏域

11,252

2,789

24.8

49.6

16.7

27.2

10.3

4

城北圏域

11,931

3,234

27.1

52.9

18.7

30.2

11.4

5

東中津圏域

9,303

2,495

26.8

48.4

17.0

29.5

10.9

6

今津圏域

3,960

1,406

35.5

51.4

19.3

37.9

13.4

7

三光圏域

5,113

1,761

34.4

52.2

17.1

38.6

11.5

8

本耶馬渓圏域

2,630

1,253

47.6

55.8

20.3

49.6

12.8

9

耶馬溪圏域

3,489

1,750

50.2

56.8

23.0

49.7

14.2

2,173

1,141

52.5

61.3

26.6

51.8

16.8

83,775

25,334

30.2

51.5

18.2

33.2

11.5

10 山国圏域
合

計

※1 高齢者単身世帯、高齢夫婦世帯を含む
※2 認知度の日常生活自立度Ⅱaよりランクが重度の者
（令和2年9月末日現在）

（２）目指すべき方向性と基本目標
今後の高齢化の進展により、これまで以上に、一人暮らし高齢者や認知症高齢者
などの日常生活で支援の必要な高齢者が増えることが予想される中、できる限り住
み慣れた住まい（自宅等）で暮らしつづけるためには、更なる医療・介護・住まい・
予防の包括的かつ継続的な提供、多様な生活支援が欠かせません。また、住み慣れ
た地域での高齢者の支援には、地域で活動する多様な担い手との協働による支え合
いも必要となります。
本市においては、国が示した基本方針を踏まえながら、本市が抱える現状や課題
に対応した「地域包括ケアシステム」を実現しなければなりません。そのために、
自助力の向上への支援、地域で活動する多様な担い手との協働による在宅生活への
切れ目のないサービスの実現、そして、地域の高齢者の相談所としての地域包括支
援センターの機能充実に取り組みます。
また、福祉、保健、生涯学習、都市計画、建築等の行政部門はもとより、多様な
関係機関との連携により、情報や目的を共有して互いの役割を担う関係性を深め、
「地域包括ケアシステム」の深化、推進を目指します。
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① 介護予防の推進
高齢者一人一人が、生活の質を高めながら、生涯にわたって健康でいきいきとし
た生活を送るためには、要支援・要介護状態になることを予防し、生活機能全般の
維持・向上を図ることが欠かせません。保健・福祉・医療の各分野のサービス、特
に、在宅での生活を支えるサービスをさらに充実させ、それぞれの分野が有機的に
連携して高齢者の介護予防を進めていきます。
介護予防に関しては、心身の改善のみならず、生活機能全体の維持・向上を図る
「自立支援」を基本とする介護予防を進めることで、在宅でいつまでもいきいきと
自分らしく、活動的で生きがいのある生活をできる限り長く送ることができます。
そのため、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり予防といっ
た介護予防事業に気軽に参加できる環境を整備し、楽しく効果的な事業の実施に取
り組みます。
また、介護予防に関心の薄い高齢者に対して、その必要性を理解してもらうため、
地域包括支援センターや関係機関と連携しながら普及啓発に努めるとともに、住民
主体の介護予防「元気!いきいき☆週一体操教室」の取り組みを推進していきます。
加えて、運動、口腔、栄養、社会参加などの観点から高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施を推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加でき、また、
高齢者のフレイル状態（※）を把握した上で、適切な医療サービス等につなげるこ
とによって、疾病予防・重症化予防の促進を目指します。
※フレイル状態…加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存などの
影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、
生活機能の維持向上が可能な状態像

② 高齢者の住まいの安定的確保
高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続するための基盤として、必要な住まいが
整備され、本人の希望と経済力にかなった住まい方が確保されていることが「地域
包括ケアシステム」の前提です。高齢者の住まいに関するニーズを分析し、高齢者
のプライバシーと尊厳が十分に守られた住環境として、介護老人福祉施設（地域密
着型を含む）等の施設サービスをはじめ、身体的に自立した低所得高齢者を措置す
る養護老人ホーム中津市豊寿園、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け
住宅といった「住まい」のための社会資源の活用を図っていきます。さらに、これ
ら各施設を適切に選択するために必要な情報の提供を行っていきます。
また、住宅改造・改修事業等を活用し、これまで生活してきた住居での生活を継
続できるように支援していきます。
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このほか、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える高齢
者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取り組みを推進します。

③ 認知症高齢者支援・対策の推進
生活のあらゆる場面で、認知症になってからもできる限り住み慣れた地域で普通
に暮らし続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取り組み
を推進し、認知症の人も含め一人ひとりが尊重され、その本人に合った形での社会
参加が可能となる「地域共生社会」の実現に取り組みます。また、地域包括支援セ
ンターに設置した「認知症地域支援推進員」や「認知症初期集中支援チーム（もの
忘れ対応支援チーム）」による相談支援体制の充実と周知を図ります。認知症は、
誰もがなりうることから、地域共生社会を目指す中で、社会全体が認知症への理解
を深め、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、
誰もが同じ社会の一員として地域を共に創っていくことが重要です。そのために、
認知症サポーターや認知症コーディネーターの養成、医療・介護・福祉などの人的
資源の有効な連携、徘徊高齢者の早期発見に繋げる「徘徊高齢者等ＳＯＳネットワ
ーク」の充実など、地域を取り巻く認知症ネットワークの構築を図ります。
また、高齢者の人権を守るため、市民後見人の養成等をはじめとする高齢者権利
擁護事業等の取り組みを進めます。
地域支援事業の活用等により、認知症の人の社会参加活動を促進し、若年性認知
症支援コーディネーターの活用により、若年性認知症の人への支援を推進します。

④ 在宅医療と介護の連携強化
高齢者が、自立して生活していくために、医療や介護が必要になった場合でも、
地域の中で、福祉や保健のサービスのみならず、適切な医療を在宅で受けられるよ
う、訪問診療や訪問看護事業、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」等を充実さ
せていきます。
また、在宅医療と介護サービスの連携に関しては、相談窓口となる「在宅医療・
介護連携支援センター」と「サブセンター（地域包括支援センター）」を設置し、
相互の連携のもと、住民からの相談はもとより、地域の医療・介護関係者等からの
在宅医療と介護の連携に関する相談の受付、連携調整、情報提供等を行います。将
来的には 24 時間 365 日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築等に取り組み
ます。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高齢者の増
加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域において継
続して日常生活を営むことができるよう、入退院支援、日常の療養支援、急変時の
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対応、看取り、認知症の対応力強化、感染症や災害時対応等の様々な局面において、
地域における在宅医療及び介護の提供に携わる者その他の関係者の連携（以下「在
宅医療・介護連携」という。）を推進するための体制の整備を図ることが重要です。
そのために、医療関係職種と介護関係職種とのさらなる連携推進と、その連携の
核となる人材の育成を図りつつ、地域の医師会等と協働し在宅医療・介護連携の推
進を図っていきます。

⑤ 生活支援体制整備の推進
高齢者の自立した生活を支えるため、ボランティア等の生活支援の担い手の養
成・発掘等の地域資源の開発やネットワーク化等を行う「生活支援コーディネータ
ー（地域支え合い推進員）」と、話し合いの場としての「協議体」を設置し、地域
における生活支援・介護予防サービスの提供を実施する事業体（NPO 法人、民間
企業、ボランティアや協同組合等）と情報共有や相互の連携強化を図ります。

⑥ 介護サービス基盤等の充実
高齢者が、介護を要する状態になっても、できる限り住み慣れた地域や在宅で自
立した生活ができるよう、在宅介護サービスに重点を置き、地域の需要に応じた、
介護サービスの基盤整備を進めます。
その際、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症の人の増加、
働きながら要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続や負担軽減の必要
性等を踏まえ、高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支
えることが可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及
び看護小規模多機能型居宅介護等の普及に当たっては、要介護者等をはじめ地域の
住民やサービス事業所等を含めた地域全体に対して理解を図っていきます。

⑦ 地域支援事業の質的向上と充実
要介護状態となる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・
継続的なマネジメント機能を強化するため、第 3 期計画から導入された地域支援事
業は、第 6 期計画策定に伴う制度改正により、
「介護予防・日常生活支援総合事業」
「包括的支援事業」「任意事業」の３事業になりました。
本市では、
「介護予防・日常生活支援総合事業」の充実はもとより、
「包括的支援
事業」の質的向上とさらなる充実を図るため、地域包括支援センターの機能強化に
努めます。
また、高齢者の孤立ゼロ社会の実現に向け、地域の中で介護サービスや高齢者福
祉サービス等の利用がなく、地域において孤立しがちな高齢者に対し訪問・面接を
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実施し、見守り及び円滑なサービス提供や社会参加につなげます。

⑧ 高齢者の生きがいづくりと社会参加
高齢者自身が、これまで培ってきた経験や知識を活かし、地域社会の中で積極的
な役割を果たすことで、生きがいにつながるような社会づくりが重要です。
シルバー人材センターの活用や老人クラブ活動の活性化を図り、高齢者の自発的
な活動を促し、高齢者の就労や社会活動への参加意識の高揚につながるよう支援し
ていきます。
また、健康で元気な高齢者には、介護の担い手として、ボランティア活動に携わ
る等の社会貢献活動を通じてボランティアポイントを付与し、生きがいを持ちつつ、
健康維持に資するよう、引き続き「高齢者のボランティアサポーター」事業を推進
します。

⑨ 介護サービスの適正化・質的向上
介護サービスについては、量的な整備とともに、その質の向上を図ることが必要
です。ただ、介護度に応じた給付やサービスを提供するのではなく、利用者一人一
人の自立支援を目的とし、
「要介護または要支援状態の軽減」または「悪化の防止」
に資するために必要な給付やサービスが過不足なく提供されて、初めて、介護保険
制度は機能するといっても過言ではありません。
介護保険事業は、市民の皆さんからいただいた大切な介護保険料で運営していま
す。過剰なサービス、不適切なサービスが提供されると、介護給付費が増大し、介
護保険料の上昇を招いて、介護保険制度そのものの信頼を揺るがすことにつながり
かねません。
サービスの質については、介護サービスに携わる人材の養成・研修体制の整備が
重要な課題であるため、ケアマネジャー、ホームヘルパーやその他介護職員等の資
質向上のための研修会・学習会を開催します。
また、介護職員の処遇改善として、「介護職員処遇改善加算等」の活用による給
与改善やキャリアパスの確立など、さらなる労働環境の改善を図ります。
給付等の適正化については、①要介護認定の適正化、②ケアプランの点検、③住
宅改修、福祉用具購入・貸与の適正化、④縦覧点検・医療情報の突合、⑤サービス
利用者自身が使ったサービス内容及び介護給付費を確認するための通知の発送、以
上の 5 点を中心に、介護保険制度の信頼感を高めるよう取り組みます。
加えて、少子高齢化が進展し、介護分野の人的制約が強まる中、ケアの質を確保
しながら必要なサービス提供が行えるようにするため、業務の効率化及び質の向上
に取り組んでいくことが不可欠です。このため、保険者として地域で取り組みを進

14
14

第１章

計画の概要

める立場から、必要な介護人材の確保のため、2025 年を見据えつつ、
「介護離職
ゼロ」の実現に向けた介護サービス基盤の整備に伴って必要となる人材の確保に向
け、総合的な取り組みを推進します。その際は、地域の関係者とともに、処遇改善
や、若年層、中高年齢層、子育てを終えた層、高齢者層等の各層や他業種からの新
規参入の促進、離職した介護福祉士等の届出制度も活用した潜在的人材の復職・再
就職支援、離職防止・定着促進のための働きやすい環境の整備、介護の仕事の魅力
向上、外国人介護人材の受入れ環境の整備、介護現場における業務仕分けやロボッ
ト・ＩＣＴ（※）の活用、元気高齢者の参入による業務改善、複数法人による協同
組合の推進等による生産性の向上や介護現場の革新等に大分県や関係機関等と連
携して取り組みを推進します。
※ＩＣＴ…Information and Communication Technology（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・
テクノロジー）「情報通信技術」 の略称
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