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佐賀県定期巡回・随時対応型サービス等普及促進事業
平成28年3⽉25⽇

「定期巡回・随時対応型サービス」理解促進セミナー



＊本日の流れ＊

１．制度改正と地域包括ケアシステム

２．新しい地域支援事業

３．第6期さがゴールドプラン２１（抜粋）
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１．制度改正と地域包括ケアシステム
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高齢化率、世帯主65歳以上単身・夫婦のみ世帯数については、総務省「国勢調査」（1970年度、2010年度）、合計特殊出生率については厚生労働
省「平成23年人口動態の年間推計」、非正規の職員・従業員数については総務省「労働力調査」、実質経済成長率については内閣府「国民経済計
算」平成10年度確報（1956-73年度平均）、平成21、22年度確報（1991-2010年度平均）

(出所)

少子高齢化
人口減少社会の到来、

急激な高齢化

雇用環境の変化
非正規雇用の増加

家族のあり方の変容
三世代同居の減少、

高齢独居世帯の増加

経済成長の停滞
少子高齢化などによる構造的停滞

高齢化率

7.1％（1970年）→ 23.0％（2010年）

世帯主65歳以上の単身・夫婦のみ世帯数

96万世帯（1970年） →  1081万世帯（2010年）

（全世帯の3％） （全世帯の20％）

実質経済成長率

9.1％ →         0.9％
（1956-73年度平均） （1991-2010年度平均）

非正規の職員・従業員数

604万人（1984年） → 1802 万人（2011年）

（全雇用者*の15％） （全雇用者*の35％）
*役員を除く

合計特殊出生率

2.13 (1970年）→ 1.41（2011年）
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近年の社会・経済の変化



高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにする
ため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限り抑え
るため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。

平成２６年 介護保険制度の改正の主な内容
②費用負担の公平化①地域包括ケアシステムの構築

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けた
地域支援事業の充実

サービスの充実
○低所得者の保険料の軽減割合を拡大

・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者
の保険料の軽減割合を拡大（※軽減例・対象は完全実施時のイメージ）

低所得者の保険料軽減を拡充

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化

重点化・効率化

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ
・２割負担とする所得水準は、65歳以上高齢者の上位20％に

該当する合計所得金額160万円以上（単身で年金収入のみの

場合、280万円以上）。ただし、月額上限があるため、見直し

対象の全員の負担が2倍になるわけではない。

・医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200

円から 44,400円に引上げ

②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補
足給付」の要件に資産などを追加
・ 預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外

・ 世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外

・ 給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を

収入として勘案 *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題

重点化・効率化

* 段階的に移行（～２９年度）

* 介護保険制度内でのサービス提供、財源構成も変わらない。

* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、
NPO、 民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様な
サービスの提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実
施可能。

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３
以上に限定（既入所者は除く）
* 要介護１・２でも一定の場合には入所可能

* 保険料見通し： 第６期5,000円程度→2025年度8,200円程度

* 軽減例： 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大

* 軽減対象： 市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）
①在宅医療・介護連携の推進
②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進
④生活支援サービスの充実・強化

5※厚生労働省資料一部改変



いつまでも元気に暮らすために･･･
⽣活⽀援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※地域包括ケアシステム
は、おおむね３０分以内
に必要なサービスが提供さ
れる⽇常⽣活圏域（具
体的には中学校区）を
単位として想定相談業務やサービスの

コーディネートを⾏います。

・地域包括⽀援センター
・ケアマネジャー

通院・⼊院 通所・⼊所

病気になったら･･･
医 療

介護が必要になったら･･･
介 護
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地域包括ケアシステムの構築

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態と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、医療・介護・予防・住まい・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実現していきます。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要です。

○ 地域包括ケアシステムは、市町、介護保険者が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に
応じて作り上げていくことが必要です。



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 39.0%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%

予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業

○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

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

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

新しい総合事業
⇒平成２９年度から必須

○ 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
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業（充実強化）

○ 地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症施策推進事業

○ 生活支援体制整備事業

予防給付（要支援1～２）

平成３０年度から必須 ⇒

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業（今後縮小）
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞

全市町村で
実施

介護保険制度改 容（ 成 年度以降）介護保険制度改正の内容（平成２７年度以降）

改正前と同様

※厚生労働省資料を一部改変 7



（１）予防給付の見直し（訪問介護、通所介護）

○ 要支援者に対する介護予防給付（訪問介護・通所介護）については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体による
柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスの提供をできるよう、地域支援事業の形式に見直す。市町村の事務負担等も踏まえ、平成２９
年度末までにすべて事業に移行。訪問看護等は引き続き予防給付によるサービス提供を継続。

○ 全国一律のサービスの種類・内容・運営基準・単価等によるのではなく、市町村の判断でボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人、協同組
合等の地域資源を効果的に活用できるようにしていく。

○ 移行後の事業も、介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成も変わらない。

○ 地域の実情に合わせて一定程度時間をかけ、既存介護サービス事業者の活用も含め多様な主体による事業の受け皿の基盤整備を行う。

8

（２）地域支援事業の充実
○ 地域支援事業の枠組みを活用し、以下の充実を行い、市町村が中心となって総合的に地域づくりを推進。

在宅医療・介護連携

認知症施策

地域ケア会議

市町村が中心となり、多職種参加の研修等
を通じ、医療介護のネットワークを構築等

地域包括支援センター等に「初期集中支援
チーム」や「地域支援推進員」を配置等

多職種協働のケアマネジメント支援や地域
課題への取組を推進

生活支援・介護予防
地域の高齢者の主体的参加を促しつつ、生
活支援、多様な参加の場作りを充実

取
組
の
強
化

予防給付から新しい総合事業への移行
高齢者の多様なニーズに対応するため、市
町村が地域の実情に応じ、取組を推進

※地域包括ケアの一翼を担うにふさわしい質を備えた効率的な事業として再構築

介護予防給付（訪問介護・通所介護）の見直しと地域支援事業の充実等



２．新しい地域支援事業
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○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援

事業へ移行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して

高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも。

総合事業と生活支援サービスの充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサー
ビス利用の拡充

・認定に至らない
高齢者の増加

・重度化予防の
推進

・専門的なサービスを必要とす
る人には専門的なサービスの提
供（専門サービスにふさわしい
単価）

・支援する側とされる側という
画一的な関係性ではなく、サー
ビスを利用しながら地域とのつ
ながりを維持できる

・能力に応じた柔軟な支援によ
り、介護サービスからの自立意
欲が向上

・多様なニーズに
対するサービスの
拡がりにより、

在宅生活の安心
確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様な
サービス（多様な単価、住民主
体による低廉な単価の設定、単
価が低い場合には利用料も低
減） 同時に実現

サービスの充実

費用の効率化

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等
の生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活
支援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・
生活援助の訪問介護

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練
等の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関
与する教室

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

・ 介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発を行う。

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

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

・ （新）地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、
通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民
運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関
与を促進する。

新しい介護予防事業

現行の介護予防事業

一次予防事業

・ 介護予防普及啓発事業

・ 地域介護予防活動支援事業

・ 一次予防事業評価事業

二次予防事業

・ 二次予防事業対象者の

把握事業

・ 通所型介護予防事業

・ 訪問型介護予防事業

・ 二次予防事業評価事業

一般介護予防事業

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

介護予防を機能
強化する観点か
ら新事業を追加

○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバ
ランスのとれたアプローチができるように介護予防事業を見直す。

○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場
が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。

○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

介護予防・生活支援サービス事業

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当す
る介護予防については、 介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施 11

新しい介護予防事業



地域資源の開発
（例）

・ボランティアの発掘・養成・
組織化

→ ボランティアは生活支援・介護

予防の担い手として活動。高齢者

の困り事の相談の対応等も実施。

（コーディネーターとも連携）

・生活支援・介護予防の立
ち上げ支援

市町村が中心となって企画・立案

○ 市町村が中心となってコーディネーターと連携しつつ、生活支援サービスの充実、介護予防の推
進等を図ることにより、高齢者が利用可能な多様なサービスが地域で提供される。

○ 高齢者の中には事業の担い手となる者も出現。これは介護予防にもつながる。
⇒ 高齢者を中心とした地域の支え合い（互助）が実現。

多様な通いの場
（例）・サロン

・住民主体の交流の場
・コミュニティカフェ
・認知症カフェ
・ミニデイサービス
・体操教室
・運動・栄養・口腔ケア等の教室

多様な生活支援
（例） ・ゴミ出し

・洗濯物の取り入れ
・食器洗い
・配食
・見守り
・安否確認

介護予防・生活支援の充実

参加・活用
（担い手となる

高齢者も出現）
連携・協力

研修を受けたボランティアが
地区の集会所で介護予防教
室を運営。

小規模多機能居宅介護に交
流施設を併設。地域のサロン
として活用。子どもとの交流も
実施。

研修を受けたボランティアが
高齢者と一緒に洗濯物を取り
入れる等生活行為の自立を支
援。

交番、金融機関、コンビニ等
幅広い関係機関が連携し、認
知症の高齢者の見守り体制
を構築。

地域活性化を推進するＮＰＯ
が地域に配食サービスを展
開。

コーディネーター 支援を要する高齢者
12

生活支援・介護予防の充実



○ 医療と介護の両⽅を必要とする状態の⾼齢者が、住み慣れた地域で⾃分らしい暮らしを続けることができる
よう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供すること
が重要。

○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を⼀体的に提供できる体制を構築するため、
都道府県・保健所の⽀援の下、市区町村が中⼼となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関
係機関の連携体制の構築を推進する。

在宅医療・介護連携の推進

地域包括⽀援センター

診療所・在宅療養⽀援
診療所等

利⽤者
患者

病院・在宅療養⽀援病院・診療所
(有床診療所)等

介護サービス
事業所

訪問診療 訪問看護等

訪問診療 介護サービス

⼀時⼊院
（急変時の診療や⼀時受⼊れ）

連携

訪問看護事業所、薬局

在宅医療・介護連携⽀援に関する相談窓⼝
（郡市区医師会等）

関係機関の
連携体制の
構築⽀援

都道府県
保健所

後⽅⽀援
広域調整

市町村（介護保険者、市町）

・地域の医療・介護関係者による会議の開催
・在宅医療・介護連携に関する相談の受付
・在宅医療・介護関係者の研修 等

※市区町村役場、地域包括⽀援セン
ターに設置することも可能
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連携（診断）

連携（情報
提供・助言）

本人 家族

近隣地域

地域包括支援センター等

連携（紹介）
連携（診断）

連携（紹介）

連携

以下の体制を地域包括支援センター等に配置
○認知症初期集中支援チーム－複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問し、アセスメントや家族支援などの

初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
○認知症地域支援推進員 －認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療

機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相
談業務等を行う。

複数の専門職による
個別の訪問支援

（受診勧奨や本人・家族
へのサポート等）

（個別の訪問支援）

（専任の連携支援・相談等）

医療系職員
（保健師等）

介護系職員
（介護福祉士等）

保健師・看護師等

連携

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について

専門医
（サポート医

嘱託可）

専門的な鑑別診断を実施

●認知症初期集中支援チーム ●専門医療機関（認知症疾患医療センター等）

●認知症地域支援推進員

地域の実態に応じた
認知症施策の推進

（医療・介護・地域資源と
専門相談等）

●かかりつけ医

①訪問支援対象者の把握、②情報収集（本人の生活情報や家族の状況など）、③アセスメント（認知機能障害、生活機能障害、行動・心理症状、家

族の介護負担度、身体の様子のチェック）、④初回訪問時の支援（認知症への理解、専門的医療機関等の利用の説明、介護保険サービス利用の説明、本人・

家族への心理的サポート）、⑤チーム員会議の開催（アセスメント内容の確認、支援の方針・内容・頻度等の検討）、⑥初期集中支援の実施（専門的

医療機関等への受診勧奨、本人への助言、身体を整えるケア、生活環境の改善など）、⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫
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生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコー
ディネート機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、
当面ＡとＢの機能を中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の中学校区域があり、平成26年度は第１層、平成29年
度までの間に第２層の充実を目指す。
① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 中学校区域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチング
する機能があるが、これは本事業の対象外

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活

動する場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づ

くり など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主
体の活動をマッチング など

⺠間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法⼈

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

※１ これらの取組については、平成２６年度予算においても先行的に取り組めるよう５億円を計上。
※２ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が

活用できる仕組みとする予定であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要
1515

等



３．第6期さがゴールドプラン２１（抜粋）
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「さがゴールドプラン21」とは
１、計画概要

２、計画期間

３、計画策定の体制

○「⾼齢者保健福祉計画」（⽼⼈福祉法）と
「介護保険事業⽀援計画」（介護保険法）を
まとめたもの。
○佐賀県としての基本的な政策⽬標及び施策を定める
とともに、市町（保険者）の取組を⽀援する計画。

３年間 ◎第５期：24〜26年度
◎第６期：27〜29年度 【現計画】

○「佐賀県⾼齢者保健福祉推進委員会」
○保険者会議、⾼齢者要望等実態調査、パブリックコメント 等

県

●⾼齢者保健福祉計画
さがゴールドプラン２１

市町（保険者）
介護保険事業計画

サービス⾒込量
の積上げ

●介護保険事業“⽀援”計画

広域的⾒地から
助⾔・調整

※3年ごとに策定
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介護サービスの基盤整備の⽅針
●本県の施設整備率は、依然として上位。
●本県の⾼齢者のピークは2025年に到来し、以後減少。
●⾼齢者の在宅介護を望む意向。
●特養は、在宅での⽣活が困難な中重度の要介護者を⽀える
施設としての機能に重点化。

●⼀⽅で…在宅の待機者で緊急に⼊所を必要とする⽅がいる。

◆5期同様、特別養護⽼⼈ホーム等の整備は⾏わず、
在宅⽣活を⽀えるサービスの充実を図る。

◆ただし、緊急に⼊所が必要な⽅がいることから、
引き続きショートステイの定床化（※）を実施。

６期の⽅針

背
景

※「ショートステイの定床化」
・・・緊急に⼊所が必要な⽅への対策として、特養併設型の短期⼊所（ショートステイ）床の⼀部を、

⼀時的に特別養護⽼⼈ホーム床として定床化するもの。第6期期間中に59床実施予定。
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在宅⽣活を⽀えるサービス
重度の⾼齢者 単⾝・夫婦のみの

⾼齢者世帯
認知症の
⾼齢者

在宅⽣活を⽀え、在宅の限界点を⾼めるためには…

医療ニーズのある⼀⼈暮らしの重度の要介護⾼齢者等
でも在宅で⽣活できるよう・・・

● 「定期巡回・随時対応訪問介護看護」や
● 「⼩規模多機能型居宅介護」
● 「看護⼩規模多機能型居宅介護（複合型サービス）」

などの更なる普及啓発を図る
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サービス普及のための取組
県内で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスを実施
している事業者にサービス導⼊や普及に対する課題について聞き取りを⾏った。

普及への取組

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・⼈材（介護職員、看護職員）が確保できるか
・サービスに対する理解が不⾜（ケアマネの理解、⼀般の⽅の認知等）
●複合型サービス
・訪問介護ステーションの機能強化が必要。
・PR不⾜。

課 題

●サービス導⼊のキーパーソンに向けての理解促進セミナー
介護保険者・市町村、サービス提供事業者、ケアマネージャー等

●開設準備⾦の交付による開設⽀援
●訪問看護ステーションの⼈員体制の充実による機能強化
●介護⼈材確保の取組
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