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第２回 平戸市介護保険事業計画等策定委員会 

令和２年 9月 30日 資料 6 

 
「第８期平戸市高齢者福祉計画・平戸市介護保険事業計画」骨子案 

令和３年度～令和５年度（2021年度～2023年度） 

※現時点の案であり、計画の検討過程において修正する可能性があります。 

第７期 備考（指針による記載検討等） 第８期【案】 

総 論------------------------ 

Ⅰ 計画策定にあたって 

１ 計画の背景と目的 

２ 計画策定の視点 

３ 計画の根拠と位置づけ 

４ 計画の期間 

５ 計画策定の体制 

Ⅱ 高齢者を取り巻く現状と課題 

１ 高齢者等の現状 

２ アンケート調査等結果の概要 

Ⅲ 計画の基本的な考え方 

１ 平戸市が目指す高齢社会像 

２ 基本方針 

３ 施策体系 

４ 日常生活圏域の設定 

５ 平戸市の地域包括ケアシステム構築イメージ 

 総 論------------------------ 

Ⅰ 計画策定にあたって 

１ 計画の背景と目的 

２ 計画策定の視点 

３ 計画の根拠と位置づけ 

４ 計画の期間 

５ 計画策定の体制 

Ⅱ 高齢者を取り巻く現状と課題 

１ 高齢者等の現状 

２ アンケート調査等結果の概要 

Ⅲ 計画の基本的な考え方 

１ 平戸市が目指す高齢社会像 

２ 基本方針 

３ 施策体系 

４ 日常生活圏域の設定 

５ 平戸市の地域包括ケアシステム構築イメージ 

令和３年度～令和５年度まで 

PDCAサイクルの推進を追記 

第７期の踏襲を予定 

第７期の「7圏域」を踏襲の予定 

【指針】地域共生社会の実現に向

けた考え方や取り組みについて記

載 
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第７期 備考（指針による記載検討等） 第８期【案】 

 

各 論------------------------ 

Ⅳ 高齢者福祉施策の方向性 

  高齢者福祉施策の視点 

１ 健康づくりの推進 

（１）敬老行事 

（２）敬老祝金・長寿祝金 

（３）福祉健康まつり 

（４）健康づくり推進協議会 

（５）健康教育事業 

（６）健康相談事業 

（７）食生活改善推進事業 

（８）健康づくり推進員設置事業 

２ 生涯学習・スポーツの推進 

（１）生涯学習の推進 

（２）高齢者作品展 

（３）高齢者スポーツ大会への参加支援 

３ 社会参加の推進 

（１）老人クラブ活動助成事業 

（２）ボランティア活動の推進 

（３）ひらどふれあい福祉事業 

（４）シルバー人材センターへの支援 

（５）交通弱者対策 

 

各 論------------------------ 

Ⅳ 高齢者福祉施策の方向性 

  高齢者福祉施策の視点 

１ 健康づくりの推進 

（１）敬老行事 

（２）敬老祝金・長寿祝金 

（３）福祉健康まつり 

（４）健康づくり推進協議会 

（５）健康教育事業 

（６）健康相談事業 

（７）食生活改善推進事業 

（８）健康づくり推進員設置事業 

２ 生涯学習・スポーツの推進 

（１）生涯学習の推進 

（２）高齢者作品展 

（３）高齢者スポーツ大会への参加支援 

３ 社会参加の推進 

（１）老人クラブ活動助成事業 

（２）ボランティア活動の推進 

（３）ひらどふれあい福祉事業 

（４）シルバー人材センターへの支援 

（５）交通弱者対策 

事業の新規・継続・削除等につい

て確認中（以下同） 
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第７期 備考（指針による記載検討等） 第８期【案】 

４ 生活支援サービスの充実 

（１）制度の周知・サービスの情報提供 

（２）高齢者等訪問理美容サービス事業 

（３）福祉通信機器等貸与事業 

（４）在宅寝たきり高齢者等介護見舞金支給事

業 

（５）訪問指導 

（６）離島地区への対応 

（７）ワンコインまごころサービス事業 

（８）平戸市高齢者見守りネットワーク事業 

（９）介護支援ボランティアポイント事業 

５ 権利擁護の推進 

（１）日常生活自立支援事業・成年後見制度の

利用促進 

（２）高齢者虐待防止ネットワークの構築 

６ 安全・安心のまちづくり 

（１）高齢者の消費者被害未然防止への取組 

（２）バリアフリー化の推進 

（３）交通安全対策 

（４）要援護者ネットワークシステムの運用 

（５）グループホーム等における防犯・防火体

制整備の強化 

 

４ 生活支援サービスの充実 

（１）制度の周知・サービスの情報提供 

（２）高齢者等訪問理美容サービス事業 

（３）福祉通信機器等貸与事業 

（４）在宅寝たきり高齢者等介護見舞金支給事

業 

（５）訪問指導 

（６）離島地区への対応 

（７）ワンコインまごころサービス事業 

（８）平戸市高齢者見守りネットワーク事業 

（９）介護支援ボランティアポイント事業 

５ 権利擁護の推進 

（１）日常生活自立支援事業・成年後見制度の

利用促進 

（２）高齢者虐待防止ネットワークの構築 

６ 安全・安心のまちづくり 

（１）高齢者の消費者被害未然防止への取組 

（２）バリアフリー化の推進 

（３）交通安全対策 

（４）要援護者ネットワークシステムの運用 

（５）グループホーム等における防犯・防火体

制整備の強化 

（６）災害や感染症対策に係る体制整備 

【指針】近年の災害発生状況や、

新型コロナウィルス感染症の流

行を踏まえ、これらへの備えの重

要性について記載を検討。 
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第７期 備考（指針による記載検討等） 第８期【案】 

７ 介護事業者及び介護者への支援 

（１）介護職人材確保支援事業 

（２）介護離職ゼロへ向けた取組 

Ⅴ 地域支援事業の充実 

  地域支援事業の視点 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

（１）介護予防・生活支援サービス  

①介護予防・生活支援サービス事業 

 

（２）介護予防の推進 

①一般介護予防事業評価事業 

（３）介護予防の普及啓発 

①介護予防教室 

②健康教育 

③食生活改善事業 

④健康相談 

（４）地域介護予防活動の支援 

①地域住民グループ支援事業 

②高齢者地域ふれあい事業（いきいきサロ

ン） 

③地域づくりによる介護予防推進支援事業 

④地域リハビリテーション活動支援事業 

（５）「食」への支援 

７ 介護事業者及び介護者への支援 

（１）介護職人材確保支援事業 

（２）介護離職ゼロへ向けた取組 

Ⅴ 地域支援事業の充実 

  地域支援事業の視点 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

（１）介護予防・生活支援サービス  

①訪問型サービス 

②通所型サービス 

（２）介護予防の推進 

①一般介護予防事業評価事業 

（３）介護予防の普及啓発 

①介護予防教室 

②健康教育 

③食生活改善事業 

④健康相談 

（４）地域介護予防活動の支援 

①地域住民グループ支援事業 

②高齢者地域ふれあい事業（いきいきサロ

ン） 

③地域づくりによる介護予防推進支援事業 

④地域リハビリテーション活動支援事業 

（５）「食」への支援 

【指針】高齢者の保健事業と介護

予防の一体的実施について記載 

サービス類型ごとに第７期実績を

記載 

【指針】「PDCAサイクルに沿った

推進」「専門職の関与」「他の事業

との連携」について明記 
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第７期 備考（指針による記載検討等） 第８期【案】 

①「食」の自立支援事業（総合事業） 

２ 包括的支援事業 

（１）地域包括支援センター等の運営 

①地域包括支援センター運営協議会の運営 

②地域包括支援センターの機能強化 

③地域ケア会議の充実 

（２）在宅医療・介護連携の推進 

（３）認知症施策の推進 

①認知症サポーターの養成 

②認知症ケアパスの作成・普及 

③認知症初期集中支援チームの推進 

④認知症カフェの設置 

（４）生活支援サービスの体制整備 

（５）介護予防ケアマネジメント事業 

（６）総合相談支援・権利擁護事業 

（７）包括的・継続的ケアマネジメント事業 

３ 任意事業 

（１）介護給付費適正化事業 

（２）家族介護への支援事業 

①認知症高齢者等家族支援サービス事業 

②家族介護教室 

（３）その他の事業 

①「食」の自立支援事業(任意事業) 

①「食」の自立支援事業（総合事業） 

２ 包括的支援事業 

（１）地域包括支援センター等の運営 

①地域包括支援センター運営協議会の運営 

②地域包括支援センターの機能強化 

③地域ケア会議の充実 

（２）在宅医療・介護連携の推進 

（３）認知症施策の推進 

①認知症サポーターの養成 

②認知症ケアパスの作成・普及 

③認知症初期集中支援チームの推進 

④認知症カフェの設置 

（４）生活支援サービスの体制整備 

（５）介護予防ケアマネジメント事業 

（６）総合相談支援・権利擁護事業 

（７）包括的・継続的ケアマネジメント事業 

３ 任意事業 

（１）介護給付費適正化事業 

（２）家族介護への支援事業 

①認知症高齢者等家族支援サービス事業 

②家族介護教室 

（３）その他の事業 

①「食」の自立支援事業(任意事業) 

【指針】看取りや認知症への対応

強化等の観点からの記載を検討 

「市町村介護給付適正化計画」を

第８期介護保険事業計画におい

て定めることとされている。第 7期

同様、主要５事業の目標を記載。 

【指針】認知症施策推進大綱を踏

まえた記載。大綱の５つの柱、「普

及啓発・本人発信支援」「予防」「医

療・ケア・介護サービス・介護者へ

の支援」「認知症バリアフリーの推

進・若年性認知症の人への支援・

社会参加支援」「研究開発・産業促

進・国際展開」に基づく記載を検

討。 
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第７期 備考（指針による記載検討等） 第８期【案】 

②住宅改修支援事業（理由書作成） 

Ⅵ 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構築の視点 

１ 高齢者の居住環境の整備と地域資源の有効活用 

（１）地域資源の有効活用 

①養護老人ホーム 

②ケアハウス 

③高齢者生活福祉センター（生活支援ハウ

ス） 

④介護予防拠点 

⑤サービス付き高齢者向け住宅 

２ 日常生活圏域と地域包括ケアシステムの方向性 

（１）度島地区 

（２）平戸北部地区 

（３）平戸中部地区 

（４）平戸南部地区 

（５）生月地区 

（６）田平地区 

（７）大島地区 

（８）今後の方向性 

Ⅶ 第７期介護保険事業の推進 

  介護保険事業推進の視点 

１ 第７期計画期間における高齢者等の推計 

②住宅改修支援事業（理由書作成） 

Ⅵ 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構築の視点 

１ 高齢者の居住環境の整備と地域資源の有効活用 

（１）地域資源の有効活用 

①養護老人ホーム 

②ケアハウス 

③高齢者生活福祉センター（生活支援ハウ

ス） 

④介護予防拠点 

⑤サービス付き高齢者向け住宅 

２ 日常生活圏域と地域包括ケアシステムの方向性 

（１）度島地区 

（２）平戸北部地区 

（３）平戸中部地区 

（４）平戸南部地区 

（５）生月地区 

（６）田平地区 

（７）大島地区 

（８）今後の方向性 

Ⅶ 第８期介護保険事業の推進 

  介護保険事業推進の視点 

１ 高齢者等の将来推計 

【指針】生活面に困難を抱える高

齢者に対して、住まいと生活の支

援を一体的に実施していくことの

必要性について記載を検討。 

R7,12,17,22年度推計を記載予定 

【指針】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

について記載を検討。 
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第７期 備考（指針による記載検討等） 第８期【案】 

（１）第 1号被保険者数の推計 

（２）要支援・要介護認定者数等の推計 

（３）認知症高齢者数の推計 

２ 個別サービスに関する実績と今後の見込み 

（１）居宅サービス 

①訪問介護（ホームヘルプ） 

②介護予防訪問入浴介護・訪問入浴介護 

③介護予防訪問看護・訪問看護 

④介護予防訪問リハビリテーション・訪問

リハビリテーション 

⑤介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管

理指導 

⑥通所介護（デイサービス） 

⑦介護予防通所リハビリテーション・通所

リハビリテーション（デイケア） 

⑧介護予防短期入所生活介護・短期入所生

活介護（ショートステイ） 

⑨介護予防短期入所療養介護・短期入所療

養介護（ショートステイ） 

⓾介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与 

⑪特定介護予防福祉用具購入費・特定福祉

用具購入費 

⑫住宅改修 

（１）第 1号被保険者数の推計 

（２）要支援・要介護認定者数等の推計 

（３）認知症高齢者数の推計 

２ 個別サービスに関する実績と今後の見込み 

（１）居宅サービス 

①訪問介護（ホームヘルプ） 

②介護予防訪問入浴介護・訪問入浴介護 

③介護予防訪問看護・訪問看護 

④介護予防訪問リハビリテーション・訪問

リハビリテーション 

⑤介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管

理指導 

⑥通所介護（デイサービス） 

⑦介護予防通所リハビリテーション・通所

リハビリテーション（デイケア） 

⑧介護予防短期入所生活介護・短期入所生

活介護（ショートステイ） 

⑨介護予防短期入所療養介護・短期入所療

養介護（ショートステイ） 

⓾介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与 

⑪特定介護予防福祉用具購入費・特定福祉

用具購入費 

⑫住宅改修 
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第７期 備考（指針による記載検討等） 第８期【案】 

⑬介護予防特定施設入居者生活介護・特定

施設入居者生活介護 

⑭介護予防支援・居宅介護支援 

（２）地域密着型サービス 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

②夜間対応型訪問介護 

③介護予防認知症対応型通所介護・認知症

対応型通所介護 

④介護予防小規模多機能型居宅介護・小規

模多機能型居宅介護 

⑤介護予防認知症対応型共同生活介護・認

知症対応型共同生活介護（グループホー

ム） 

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護 

⑦地域密着型通所介護 

（３）施設サービス 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム） 

②介護老人保健施設（老人保健施設） 

③介護療養型医療施設（療養病床等） 

３ 介護保険事業費用の見込み 

（１）介護保険料の算定方法 

⑬介護予防特定施設入居者生活介護・特定

施設入居者生活介護 

⑭介護予防支援・居宅介護支援 

（２）地域密着型サービス 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

②夜間対応型訪問介護 

③介護予防認知症対応型通所介護・認知症

対応型通所介護 

④介護予防小規模多機能型居宅介護・小規

模多機能型居宅介護 

⑤介護予防認知症対応型共同生活介護・認

知症対応型共同生活介護（グループホー

ム） 

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護 

⑦地域密着型通所介護 

（３）施設サービス 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム） 

②介護老人保健施設（老人保健施設） 

③介護療養型医療施設（療養病床等） 

３ 介護保険事業費用の見込み 

（１）介護保険料の算定方法 
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（２）介護保険事業費の見込み 

（３）介護給付費・介護予防給付費 

（４）標準給付費 

（５）地域支援事業費 

（６）介護給付等に係る事業費と、地域支援事

業費の財源構成 

４ 介護保険料の算定 

（１）保険料基準額 

（２）所得段階別被保険者数（第１号被保険

者） 

（３）第７期介護保険事業計画における第１号

被保険者の保険料 

Ⅷ 計画の推進に向けて 

１ 2025 年度の予測 

２ サービス提供体制の確保 

（１）人材の確保や研修体制の整備 

３ 関係機関との連携 

（１）介護と医療の連携 

（２）市関係部局の連携 

（３）地域包括支援センターを中心としたネッ

トワークの整備 

４ 計画の進行管理と評価・点検 

 

（２）介護保険事業費の見込み 

（３）介護給付費・介護予防給付費 

（４）標準給付費 

（５）地域支援事業費 

（６）介護給付等に係る事業費と、地域支援事

業費の財源構成 

４ 介護保険料の算定 

（１）保険料基準額 

（２）所得段階別被保険者数（第１号被保険

者） 

（３）第７期介護保険事業計画における第１号

被保険者の保険料 

Ⅷ 計画の推進に向けて 

１ 2025・2040 年度の予測 

２ サービス提供体制の確保 

（１）人材の確保や研修体制の整備 

３ 関係機関との連携 

（１）介護と医療の連携 

（２）市関係部局の連携 

（３）地域包括支援センターを中心としたネッ

トワークの整備 

４ 計画の進行管理と評価・点検 

 

【指針】介護人材確保及び業務効

率化の取り組みの強化について

記載を検討。 

【指針】「保険者機能強化推進交

付金」「介護保険保険者努力支援

交付金」に係る評価を計画の進

行管理に活用する旨の記載を検

討。 

【指針】2025・2040年を見据える。 
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資料編------------------------ 

１ 平戸市介護保険事業計画等策定委員会条例 

２ 平戸市介護保険事業計画等策定委員会委員名簿 

３ 計画策定の経緯 

 

 

資料編------------------------ 

１ 平戸市介護保険事業計画等策定委員会条例 

２ 平戸市介護保険事業計画等策定委員会委員名簿 

３ 計画策定の経緯 

 

 


