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はじめに 

 

我が国は、諸外国にれいをみないスピードで高齢化が進んでいます。 

高齢化に対応するために国は、「団塊の世代」が75歳に到達する令和7年（2025年）をめどに、

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、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、地域の中で医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」

の構築を推進しています。直方市では、平成30年度から令和2年度までの3年間を計画期間とす

る第7期直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画のもと、本市の実情に応じた地域包括ケ

アシステムの深化・推進に取り組んでまいりました。 

そして、第8期直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に先立って実施いたしま

した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査への回答および給付費の推移等を分析した結果、主観的

健康感の低下や扶助費の増大という課題が明らかになりました。 

それらの課題を踏まえ、第8期直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、高齢者が

いつまでも健康で活躍できるまちづくりを目指し、健康寿命の延伸、自立支援・重度化防止を重点

取組みとするとともに、今後もさらに高い高齢化率が続くことから、安定的に制度を運用していくた

めに扶助費の適正化を推進します。 

この取り組みを推進するにあたって、本市においては、自立支援・重度化防止の観点から、生活

行為の改善を目的とした多様なサービスの構築や地域での支え合いの体制づくりに積極的に取組

み、地域包括ケアシステムを確立することが大切になります。引き続き、市民の皆様、地域の関係団

体の皆様との連携・協働により施策を推進してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言いただきました直方市高齢者保健福祉

協議会委員の皆様並びに市民の皆様に対し心から御礼を申し上げるとともに、今後の計画の推進

につきましても、より、一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

令和3年3月 

 

直方市長、大塚のぶひろ 

 
  

は じ め に 

直方市長 大 塚 進 弘 

我が国は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進んでいます。 
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とができるよう、地域の中で医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される「地

域包括ケアシステム」の構築を推進しています。直方市では、平成30年度から令和2年度ま

での3年間を計画期間とする第7期直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画のもと、

本市の実情に応じた地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組んでまいりました。 
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結果、主観的健康感の低下や扶助費の増大という課題が明らかになりました。 

それらの課題を踏まえ、第8期直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、高

齢者がいつまでも健康で活躍できるまちづくりを目指し、健康寿命の延伸、自立支援・重度

化防止を重点取組みとするとともに、今後もさらに高い高齢化率が続くことから、安定的に制

度を運用していくために扶助費の適正化を推進します。 

この取り組みを推進するにあたって、本市においては、自立支援・重度化防止の観点から、
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極的に取組み、地域包括ケアシステムを確立することが大切になります。引き続き、市民の皆
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結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言いただきました直方市高齢者保健

福祉協議会委員の皆様並びに市民の皆様に対し心から御礼を申し上げるとともに、今後の
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第１章 計画の概要 

１．計画策定の背景と趣旨 

令和２年４月は介護保険制度が発足して２０年の節目となります。その間、本市の高齢者人

口は一貫して増加傾向にあり、令和２年５月３１日現在、本市民の約３人に１人が高齢者という

状況になっています。 

急速な高齢化に対応するため、本市は第６期計画（平成２７年度～平成２９年度）を「地域包

括ケア計画」と位置づけ、本市の実情に応じた地域包括ケアシステムの確立、介護予防・日常

生活支援総合事業等の推進、認知症施策の推進、医療や住まいの基盤整備などを柱とし、施

策展開を図ってきました。 

第７期計画（平成３０年度～令和２年度）では、地域包括ケアシステムの深化・推進および介

護保険制度の持続可能性の確保のため、保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止

に向けた取組の推進、医療・介護の連携の推進、地域共生社会の実現に向けた取組の推進、

利用者負担割合の見直しが行われ、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の確保およ

び地域支援事業の実施を図ってきました。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると２０２０年までに本市の高齢者数はピークを

迎え、減少に転じることが見込まれています。しかしながら、後期高齢者の数は、２０３０年まで

継続して増加する見込みとなっており、圏域内で減少に転じる介護ニーズと、今後飛躍的に増

大するニーズが混在する状況が生じるものと思われます。 

このように、本市の高齢者福祉をめぐる状況はこれまでとは異なる段階に移行しつつありま

す。いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となる２０４０年までの本市の状況を見通しながら地

域の状況をこれまで以上に細やかに把握し、本市の抱える諸課題を解決する道筋をつけるた

めに、「第８期直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（以下、本計画という）を定め

ます。 
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２．計画の位置づけおよび目的 

直方市高齢者保健福祉計画は老人福祉法※1 第２０条の８に基づくすべての高齢者を対象と

した保健福祉事業全般に関する総合的な計画です。この計画の目的は、地域で支え合い、高

齢者が健康で安心して暮らせる社会の構築にあります。 

直方市介護保険事業計画は介護保険法※2 第１１７条に基づく要介護高齢者、要支援高齢者

および要介護・要支援となるリスクの高い高齢者を対象とした介護サービス等の基盤整備を計

画的に進めるための基本となる実施計画です。介護および介護予防を必要とする被保険者が

自立した生活を送るためのサービス基盤の整備を目的としています。 

 

図表1 計画の位置づけ 

計画名称 根拠法 主な対象者 計画の性格 

直方市 
高齢者保健福祉計画 

老人福祉法 
第２０条の８ 

すべての高齢者 
保健福祉事業全般に関
する総合計画 

直方市 
介護保険事業計画 

介護保険法 
第１１７条 

要介護高齢者 
要支援高齢者 
要介護・要支援となる 
リスクの高い高齢者 

介護サービス等の基盤
整備を計画的に進めるた
めの実施計画 

 

高齢者保健福祉計画は、その目的、対象および内容において、介護保険事業計画をほぼ包

含した計画と位置づけられます。 

両計画の見直しに当たっては、国の定める策定指針を踏まえ、「福岡県高齢者保健福祉計

画」、「福岡県地域医療構想」との整合を図るとともに、本市における最上位計画「直方市総合

計画」や「直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「直方市人口ビジョン」、「直方市地域福祉

計画」、「直方市障がい者福祉基本計画」、「直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」

等、市の各種関連計画との整合を図りました。 

 

 

 

※1 老人福祉法…老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人の心身の健康の保持と生活の安

定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図ることを目的として制定された法律。 

※2 介護保険法…要介護者等について、介護保険制度を設け、保険給付等に関して必要な事項を定めるこ

とを目的とする法律。 
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３．計画の期間 

この計画は、２０４０年までの長期的な動向を踏まえつつ、第６期および第７期介護保険事業

計画策定時の基本指針に盛り込まれた「地域包括ケアシステム」の目標や具体的な施策を踏

まえ、本市における地域包括ケア計画として、令和３年度を初年度として令和５年度を目標年

度とする３か年計画として策定するものです。 

 

 

図表2 計画の期間 
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４．計画の策定体制 

（１）各種調査の実施 

高齢者に対する保健福祉施策や介護サービスのあり方の検討に当たって、本市の課題や市

民のニーズを把握する必要があります。 

そのため、本市に在住する高齢者の日常生活の状況や健康状態、介護サービスの利用状況

等を把握し今後の高齢者保健福祉施策に生かすため「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」

および「在宅介護実態調査」を行いました。 

 

図表3 調査の概要 

調査名称 調査対象 
調査方法 

調査期間 
回収結果 

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査 

要介護認定を受けていない高
齢者 
※令和元年１２月１日現在 
※要支援認定者を含む 

郵送配付・回収 
令和２年１月１５日 
～令和２年１月３１日 

発送６,４００人 
回収３,９７６人 
有効回収率 
６２.１％ 

在宅介護実態調査 

在宅で生活をしている要支
援・要介護認定を受けている
方 
※調査期間中に要支援・要介

護認定の更新等を申請した
被保険者 

介護支援専門員また
は認定調査員による
聞き取り調査 
令和元年１０月１日～
令和２年３月３１日 

対象８１７人 
回収４０４人 
有効回収率 
４９.４％ 

 

（２）委員会による議論 

計画案を検討する場として、「直方市高齢者保健福祉協議会」を設置し、令和２年７月から

令和３年２月まで計６回の会議を行いました。 

この協議会には、保健・医療・福祉・介護の関係者のほか、自治区の代表者、学識経験者、

公募による市民の代表にも参画いただき、１１名の委員にさまざまな見地からの議論をいただ

きました。 
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図表4 協議会開催概要 

協議会名称 開催日時 議事内容 

第１回協議会 
令和２年７月３０日 
１３:３０～１５:００ 

（１）第８期介護保険事業計画基本指針 

（２）令和元年度実施の調査結果報告（概要） 

（３）直方市の現状 

（４）計画概要 

（５）第７期計画の振り返り 

（６）策定のスケジュール 

第２回協議会 
令和２年９月２４日 
１３:３０～１５:００ 

（１）計画骨子案の検討 

（２）各種事業量の見込 

（３）人口・認定者数の推計について 

（４）施設整備の検討 

第３回協議会 
令和２年１０月２２日 

１３:３０～１５:００ 

（１）計画素案の検討（第４章まで） 

（２）各種事業量の見込について 

（３）介護給付の推計 

（４）施設整備・事業の検討 

第４回協議会 
令和２年１１月２０日 
１４:３０～１６:００ 

（１）計画素案の検討（第５章以降） 

（２）施設整備・事業の検討 

第５回協議会 
令和２年１２月２４日 
１３：３０～１５:００ 

（１）計画素案の検討 

（２）パブリックコメントの実施について 

第６回協議会 
令和３年１月 26 日～ 

令和３年２月３日 

（１）パブリックコメント実施報告 

（２）最終案の検討 

※書面開催 

 

（３）計画素案の公表、市民からの意見募集 

令和３年１月に計画素案を公表し、市民からの意見募集を行いました。 
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第２章 直方市の高齢者を取り巻く現状 

１．人口の動向 

（１）本市における高齢化率および高齢者数の推計 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市の高齢化率は人口減少の影響があり、

今後も上昇する見込みであるものの、高齢者数は減少に転じることが予想されています。また、

後期高齢者数は２０３０年まで増加した後に減少する見込みです。 

 

図表5 高齢者の将来推計 

 
資料：平成 27年まで：総務省「国勢調査」、令和２年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本

の地域別将来推計人口（平成３０（２０１８）年推計）」をもとに作成  
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（２）本市におけるサービス需要の類型 

第８期介護保険事業計画（令和３〜５年度）の基本指針によると、サービス基盤・人的基盤の

整備に関連して、今後の地域におけるサービス需要動向は下記３つの類型に分けられると指

摘しています。 

 

 

本市では、令和２年現在、すでに高齢者数のピークを迎え減少期に突入しているものの、後

期高齢者数はしばらくの間、増加が続くことが見込まれています。したがって、本市は上記類型

のうち「類型２」に相当するものと判断できます。 

これまで高齢者数が右肩上がりに増加しており、拡大する需要に合わせて計画を策定して

きましたが、第８期計画では、２０４０年に向けて需要が減少することを踏まえつつ、施設・居宅

系・地域密着型の各サービスをバランス良く組み合わせて整備していくことが大切です。 

 

（３）サービス見込量、介護保険料の推計にあたっての留意事項 

厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムを利用してサービス見込量、介護保険料を

推計しました。基本的には、過去の実績データを踏まえ将来を推計する手法を採用しているこ

とから、需要拡大局面から減少局面へ転換する期間の推計は困難である面も否めません。

「見える化」システムでは、自然体推計から修正できる機能を有していることから、本市の地域

性に十分配慮し推計するよう留意しました。 
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（４）要介護認定者数の推計 

本市の要介護認定者数は令和７年度まで増加傾向で推移することが見込まれています（図

表６）。ただし、要介護度によって傾向が異なることから、平成３０年の認定区分ごとの認定者

数を基準として、令和７年度までの推移（比率）をグラフ化しました（図表７）。 

 

図表6 要介護認定者数の推計 

 
資料：地域包括ケア「見える化」システムのデータを基に作成 
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図表7 認定区分ごとの認定者（比率）の推移 

 
資料：地域包括ケア「見える化」システムのデータをもとに作成 

 

その結果、軽度者（要支援１～要介護１）は令和元年度以降、増加傾向にあり、中度者（要介

護２・３）及び、重度者（要介護４・５）は横ばいとなる傾向にあることが分かります。 

給付月額の内訳（図表８）に占める軽度者（要支援１～要介護１）の割合は２０.１％に過ぎず、

全体の約８割（７９.８％）は中・重度者（要介護２以上）が占めていることが分かります。本市に

おいては、軽度者のみ増加傾向である見込みであることから、全体の給付費が抑制される方

向に働きます。ただし、平成３０年現在、本市は国、県平均と比べて要介護２以下の調整済み軽

度認定率※ 3が高い状況であることに留意する必要があります。第７期計画から引き続き、国平

均と比較して、軽度認定率も低くなるよう、各種施策を推進していくことが重要といえます。 

 

※ 3 調整済み認定率 

要介護認定率は、第１号被保険者の性および年齢構成によって大きく影響を受けます。国や県、

他自治体と比較する際には、自治体がコントロールすることができない性別、年齢構成の要素の影

響を排除し分析しています。 
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図表8 本市の給付月額の内訳 

 
資料：「介護保険事業状況報告」月報（令和元年度）をもとに作成 

 

図表9 調整済み重度認定率と調整済み軽度認定率の分布 

 
資料：「介護保険事業状況報告」月報（平成３０年）をもとに作成 
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（５）介護給付費の状況 

① 第１号被保険者１人あたりの給付月額の推移 

第１号被保険者１人あたりの給付月額は、第３期計画開始年度（平成１８年度）では在宅サー

ビスが８,９８５円、施設および居住系サービスが１０,０８６円でした。 

第３期計画から第５期計画（平成２７年度）にかけて、第１号被保険者１人あたりの給付月額

は在宅サービスで４６.６％増加しています（図表１０）。 

この間、本市では高齢化率が４.８ポイント上昇し、後期高齢者数が前期高齢者数を上回って

増加しました（図表１１）。 

その後、第６期以降はほぼ横ばいとなっていますが、施設および住居系サービスに係る給付

額は上昇しています。 

令和元年度の国の第１号被保険者１人あたりの給付月額は在宅サービスが１１,６０４円、施設

および居住系サービスが１０,３９１円であることを踏まえれば、本市は在宅サービス、施設およ

び居住系サービスともに、国の第１号被保険者１人あたりの給付月額よりも高くなっていること

が分かります。 
 

図表10 本市における第１号被保険者１人あたりの給付月額の推移 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報（平成３０年）をもとに作成  
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図表11 高齢者数と高齢化率の推移 

 
 

資料：総務省「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
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② 受給率の分布 

全国の保険者と比較して本市の受給率がどの水準にあるかを分析しました。施設サービス

は平均的な水準に位置しているものの、居住系サービスおよび在宅サービスの受給率は全国

平均と比べて高い水準にあることが分かります。 

特に在宅サービスの受給率は１１.８％であり、国平均（９.８％）と比べて比較的高くなってい

ます。 

 

図表12 受給率の分布（施設サービス） 

 

受 給 率※ 4（ ％ ） 

資料：「介護保険事業状況報告」月報をもとに作成（令和元年） 
 

※ 4 １号被保険者に占める、受給者の割合（以下、同様） 
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図表13 受給率の分布（居住系サービス） 

 

受 給 率（ ％ ） 

資料：「介護保険事業状況報告」月報をもとに作成（令和元年） 

 

図表14 受給率の分布（在宅サービス） 

 
受 給 率（ ％ ） 

資料：「介護保険事業状況報告」月報をもとに作成（令和元年）  
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（６）要介護認定者数 

令和元年度における要介護認定者数は３,８０１人であり、計画値（４,００９人）と比べて９４.

８％の水準となっています。要介護度別では、要支援１で２.３ポイント、要介護１で３.０ポイント、

要介護２で３.９ポイント計画値を上回っています。一方、要支援２と要介護３以上の重度認定

者は計画値を下回りました。 

図表15 要介護認定者数の予実対照表（人） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

計画① ３８８ ６０２ ８０１ ７６４ ５５１ ５６０ ３４３ ４,００９ 

実績② ３９７ ５６５ ８２５ ７９４ ４７４ ４６３ ２８３ ３,８０１ 

②/①×１００-１００ ２.３％ ▲６.１％ ３.０％ ３.９％ ▲１４.０％ ▲１７.３％ ▲１７.５％ ▲５.２％ 

資料：地域包括ケア「見える化」システムのデータを基に作成（令和元年度）  

（７）給付費の推移 

給付費について平成２４年度を１００.０とした場合の総給付費は、増加傾向にあります（図表

１６）。サービス系列別では、在宅サービスの給付額は増加傾向にありましたが、平成２７年度

以降、横ばいとなっています。一方、施設サービスの給付費は平成２７年度まで微減傾向でし

たが、平成２８年度以降は増加傾向となっています。 

居住系サービスの給付費は平成２４年以降、増加しており、平成３０年度までの７年間で約１.

５倍、増加しています。 

図表16 給付費の推移 

 
資料：地域包括ケア「見える化」システムのデータを基に作成 
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２．日常生活圏域の設定 

本市では、地域密着型サービスの基盤をはじめとした、地域包括ケア推進の単位となる日常

生活圏域については、従来通りの４圏域で設定します。 

 

総人口 

（人） 

高齢人口   
高齢化率 

（％） （人） 
前期高齢者（人） 

（６５歳～７４歳） 

後期高齢者（人） 

（７５歳以上） 

Ⅰ地区 １０,８４２ ３,８７６ １,８４７ ２,０２９ ３５.７ 

Ⅱ地区 ２４,５５６ ７,４３５ ３,４３７ ３,９９８ ３０.３ 

Ⅲ地区 １１,５３２ ３,８５１ １,７７２ ２,０７９ ３３.４ 

Ⅳ地区 ９,４２４ ３,５７４ １,７６２ １,８１２ ３７.９ 

市全体 ５６,３５４ １８,７３６ ８,８１８ ９,９１８ ３３.２ 

資料：住民基本台帳（令和２年９月末時点） 
 

図表17 日常生活圏域と関連施設等の分布状況（令和２年９月末時点） 
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図表18 主な介護保険サービス事業者等（令和２年９月末時点） 

地図番号 名称 所在地 施設種別 

１ グループホームいこいの家 上頓野４６７６－２４ 

認知症対応型 

共同生活介護 

（グループホーム） 

２ グループホーム王子苑 感田１０４０－４ 

３ グループホームみんなの家 上頓野３６３５－１ 

４ グループホームめぐみ 頓野４３７－５ 

５ グループホームみのりの郷 津田町５－２５ 

６ グループホームひまわり 上境１５９５－１ 

７ グループホームなごみ直方 植木１５３４－１ 

８ グループホームはなれ 上境２６１４－３ 

９ グループホーム母屋 山部７４３－９ 

１０ 有料老人ホーム福智の杜 頓野１２１３－１ 

特定施設 

入居者生活介護 

１１ 有料老人ホームすみの苑 知古１４０８－５ 

１２ さわやか直方館 山部４４２－１ 

１３ 介護付有料老人ホーム平和の里オアシス 頓野１９１８－１ 

１４ くらじの里家 須崎町６-３ 

１５ 介護付有料老人ホームたいしんかていな永満寺 永満寺２０５８-１ 

１６ 特別養護老人ホーム愛和園 中泉１１８２－２５ 

介
護
保
険
施
設 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

１７ 特別養護老人ホーム長光園 頓野２５９－５３ 

１８ 特別養護老人ホーム植木ひかり苑 植木１９３２－５ 

１９ 特別養護老人ホームソレイユ湯野原 湯野原２丁目１５－１ 

２０ 特別養護老人ホームすみれそうのおがた 上境２０２７-１ 

２１ 介護老人保健施設青風苑 上新入２４９０－１４ 

介護老人保健施設 
２２ 介護老人保健施設サンシルバー直方 永満寺１３４７ 

２３ 介護老人保健施設すこやか 頓野９７５ 

２４ 介護老人保健施設ゆうあい福智 上頓野２７６１－１ 

２５ 芳寿園 下境１７９４ 

そ
の
他
の
入
所
施
設 

養護老人ホーム 

２６ 丹頂園 上頓野２１３５ 

軽費老人ホーム 
２７ ケアハウスめぐみ 頓野４４６－３ 

２８ ケアハウス百寿の里 上新入２１１６―７ 

２９ ひまわり 上境１５９２－１ 

３０ まひろの里 上新入１６４７－４ 

有料老人ホーム 

３１ フレンズ 感田１９７３－１ 

３２ メディカルヴィラ直方の杜 津田町９－３８ 

３３ ベルの郷 ANNEX 感田１７７５－７ 

３４ 平和の里ほうらい 頓野１９１７－１ 

３５ 生協ホームのおがた 山部１４１９－８ 

３６ 暖ったか館直方上境 上境１８１１－１ 

３７ シニア住宅泰山木 頓野９９３－１ 

サービス付 

高齢者向け住宅 

３８ たくみ苑 植木５９５ 

３９ あべりあ福智の丘 湯野原２丁目１５-１ 

４０ あべりあ福智の里 湯野原２丁目１５-１ 

４１ ひなたの心 上境２６６１－１ 
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３．アンケート調査からみる直方市の現状と課題 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査および在宅介護実態調査の目的 

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査 

直方市に在住する高齢者の日常生活の状況や健康状態等を把握

し、今後の高齢者保健福祉施策に活かすために調査を行いまし

た。 

在宅介護実態調査 
高齢者の方々の介護保険サービスに対する考え等を把握し、介護

保険サービスの更なる充実を図るための基礎資料とすることを目

的に、調査を行いました。 

 

（２）回収結果 

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査 

６,４００人に発送し、３,９７６人から回答を頂きました。 

（有効回収率６２.１％） 

在宅介護実態調査 
調査対象者８１７人のうち、４０４人から聞き取りを行いました。 

（有効回収率４９.４％） 

 

（３）調査の設計 

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査 

● 調査地域 直方市 

● 調査対象 令和元年１２月１日現在、６５歳以上の方のうち、要

介護認定を受けていない方。 

※ 要支援認定を受けている方は対象。 

● 調査方法 郵送による配付・回収 

● 調査期間 令和２年１月１５日～令和２年１月３１日 

● 抽出方法 無作為抽出 

在宅介護実態調査 

● 調査地域 直方市 

● 調査対象 在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けて

いる方のうち、調査期間中に要支援・要介護認定の更新等を申

請した被保険者 

● 調査方法 介護支援専門員または認定調査員による聞き取り

調査 

● 調査期間 令和元年１０月１日～令和２年３月３１日 
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（４）調査結果の概要（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

① 運動器の機能低下 

リスク者の傾向として、男女ともに年齢階層が高くなるにしたがってリスク者の割合も高くな

っています。また、いずれの年齢階層でも、男性と比較して女性の方がリスク者の割合が高い

ことが分かります。 

 

図表19 性別・年齢別クロス 

 

※ 属性が不明の人がいるため、グラフの合計が全体の基数と異なります（以下同じ）。 

※ グラフ中「無回答」とあるものは、リスク分析に必要な設問に回答が無かったことで判定が不能であった
人の割合を指します（以下同じ）。  
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② 転倒リスク 

男女ともに、年齢階層が高くなるにしたがってリスク者の割合が高くなっており、８５歳以上

では約５割がリスクありと判定されています。 

 

図表20 性別・年齢別クロス 
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③ 閉じこもり傾向 
 

性別・年齢別にみると、男女ともに年齢階層が高くなるに従ってリスク者の割合がおおむね

高くなる傾向にあり、男性の８５歳以上、女性の７５歳以上で特にその傾向が顕著です。 

 

図表21 性別・年齢別クロス 
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④ 低栄養の傾向 

男性と比較して、女性の方がリスク者の割合が高い傾向にあります。また、男女ともに年齢

階層が高くなるにしたがって判定不能の割合がおおむね高くなる傾向にあり、判定不能者の中

に潜在的なリスク者が存在している可能性が考えられます。 

 

図表22 性別・年齢別クロス 
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⑤ 口腔機能の低下 

性別による特徴的な傾向はみられませんが、男女ともに年齢階層が高くなるにしたがってリ

スク者の割合が高くなる傾向にあります。 

 

図表23 性別・年齢別クロス 
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⑥ 認知機能の低下 

性別による特徴的な傾向はみられませんが、男性の６５歳以上を除くすべての年齢階層でリ

スク者が３割を超えています。また、男女ともに８５歳以上で該当者の割合が５割を上回ってい

ます。 
 

図表24 性別・年齢別クロス 
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⑦ ＩＡＤＬの低下 

男女ともに年齢階層が高くなるにしたがってＩＡＤＬ※ 5 低下者の割合が高くなる傾向にありま

す。また、８０歳未満では、女性と比較して男性の方が相対的にＩＡＤＬ低下者の割合が高い傾

向にあります。これは、日常生活に必要な買い物や食事の用意などについて、家庭内で女性が

主に担ってきたケースが多いこと等が影響していると考えられます。 
 

※ 5 ＩＡＤＬとは 

ＩＡＤＬ（InstrumentalActivitiesofDailyLiving）とは、「手段的日常生活動作」とも言わ

れ、電話の使い方、買い物、家事、移動、外出、服薬の管理、金銭の管理など、日常生活動作

ではとらえられない高次の生活機能の水準を測定するもの。 
 

図表25 性別・年齢別クロス（ＩＡＤＬ低下者） 
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⑧ うつ傾向 

年齢・性別による特徴的な傾向はみられませんが、男女とも、いずれの年齢階層でも３割以

上が「うつ傾向あり」と判定されています。 

 

図表26 性別・年齢別クロス 
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（５）圏域ごとの状況 

① Ⅰ地区 

 

【Ⅰ地区】 

総人口   １０,８42 人※ 

高齢者数   ３,８76 人※ 

高齢化率   ３５.7％ 

 

本市の北西部に位置し、東側に遠賀川が流れ

ています。北側や遠賀川沿いは農業地帯となっ

ており、南側は山間部が広がります。 

 
※令和２年９月末時点  

 

図表27  リスク者の割合 

 
※ 直方市全体の平均値を１００.０とし、該当圏域におけるリス
ク者の割合を指数化しています。 

 

【リスク者の状況】 

「運動器」、「うつ傾向」、「ＩＡＤＬ」、

「閉じこもり」、「口腔機能」のリスク者

は、平均と比較して低い割合となって

います。 

いずれのリスクも、平均～平均以下

となっています。 
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② Ⅱ地区 

 

【Ⅱ地区】 

総人口   ２４,５56 人※ 

高齢者数   ７,４35 人※ 

高齢化率   ３０.３％ 

 

市の東部一帯を占める地区で、西側には遠賀

川が流れます。東側には山地が広がり、市中心郁

へ向かうにつれ平坦地となります。 

４つの地区の中で最も人口が多く、中心を南

北にかけて幹線道路が通っており、車での交通

の便がいい地区です。 
※令和２年９月末時点 

 

 

 

図表28  リスク者の割合 

 
※ 直方市全体の平均値を１００.０とし、該当圏域におけるリス
ク者の割合を指数化しています。 

 

【リスク者の状況】 

「運動器」のリスク者の割合が全体

の８８.３％と平均を大きく下回っていま

す。 

「転倒」、「閉じこもり」、「認知機能」、

「ＩＡＤＬ」も平均を下回っていることか

ら、運動器の機能低下者リスク者の割

合が低くなっていることが、他のリスク

に影響を与えている可能性が考えられ

ます。 

「うつ傾向」は平均と比較して若干高

い傾向にあります。 
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③ Ⅲ地区 

 

【Ⅲ地区】 

総人口   １１,５32 人※ 

高齢者数  ３,８51 人※ 

高齢化率   ３３.4％ 

 

市主要部を含む地区で、中央を鉄道が通って

います。 

鉄道沿線を中心に住宅地や商店街などが広が

っています。 
※令和２年９月末時点  

 

図表29  リスク者の割合 

 

※ 直方市全体の平均値を１００.０とし、該当圏域におけるリス
ク者の割合を指数化しています。 

 

【リスク者の状況】 

「低栄養」を除くすべてのリスクで平

均を上回っています。 

特に、「運動器」の機能低下者は市

平均の１.２倍を超えています。 

「運動器」のリスク者割合が高いこと

が、「転倒」「閉じこもり」リスクを高くし

ている可能性が考えられます。 
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④ Ⅳ地区 

 

【Ⅳ地区】 

総人口    ９,４2４人※ 

高齢者数  ３,５７4 人※ 

高齢化率   ３７.9％ 

 

市の南東部に位置し、大地と丘陵地帯からな

ります。 

４圏域の中で高齢化率が３７.９％と最も高い

地区です。 

 
※令和２年９月末時点 

 

 

 

図表30 リスク者の割合 

 
※ 直方市全体の平均値を１００.０とし、該当圏域におけるリス
ク者の割合を指数化しています。 

 

【リスク者の状況】 

「うつ傾向」を除くすべての項目で市

平均を上回っています。 

特に、「運動器」、「閉じこもり」、「ＩＡ

ＤＬ」、「低栄養」は平均の１.１倍以上と

なっています。 

「閉じこもり」について、身体的要因

（体重や体力の減少、疾病・障がい、認

知機能低下等）、心理的要因（抑うつ、

主観的健康観の低下、主観的幸福感

の低下、生きがいの減少、ＩＡＤＬの低

下等）、社会・環境的要因（家庭での役

割減少、地域での交流頻度の低下）の

３点が相互に関係してくることで、閉じ

こもりの発生につながると言われてい

ます。 
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（６）調査結果の概要（在宅介護実態調査） 

① 調査対象者の世帯類型 

調査対象者の世帯類型についてみると、単身世帯が３６.４％、夫婦のみ世帯が１８.６％とな

っています。 

７５歳以上は夫婦のみ世帯が、年齢階層が高くなるに従い急減しています。一方、単身世帯

はおおむね３５％前後で高止まりしていることが分かります。その他の世帯が増加していること

を踏まえると、７５歳を過ぎた夫婦のみ世帯の一方が死別等した場合、親族等との同居へ移行

していることがみてとれます。 

 

図表31 世帯類型について 
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② 主な介護者について 

【続柄】 

主な介護者との続柄についてみると、ほとんどの属性で「配偶者」または「子」と回答した人の

割合が高くなっています。 

 

図表32 主な介護者との続柄 
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【性別】 

主な介護者の性別についてみると、年齢階層別６５-６９歳の属性を除き、すべての属性で女

性の割合が半数を超えています。 

 

図表33 主な介護者の性別 
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【勤務形態】 

主な介護者の勤務形態についてみると、４６.１％がフルタイムもしくはパートタイムの仕事を

しながら介護を行っていることが分かります。 
 

図表34 主な介護者の勤務形態 

 

【退職の有無】 

要介護者の介護を理由として過去１年間に退職もしくは転職した経験があるかを尋ねたとこ

ろ、４.２％が「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」と回答しました。 
 

図表35 介護による退職について 
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【今後の就労継続の意向】 

フルタイムもしくはパートタイムで働いていると回答した主な介護者について、今後の就労継

続の意向について尋ねたところ、「問題なく続けていける」と回答した人の割合は３２.２％、「問

題はあるが、何とか続けていける」と回答した人の割合は３７.８％でした。 

 

図表36 今後の就労継続について 
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③ 親族からの介護の頻度 

親族からの介護の頻度についてみると、全体の４３.８％が「ほぼ毎日ある」と回答しています。 

単身世帯では「ない」と回答した人の割合が他の世帯類型よりも高くなっていることから、別

居の親族よりも同居の親族の方が介護の頻度が高いことが考えられます。 

 

図表37 親族等からの介護の頻度 
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④ 介護保険サービス以外の支援について 

介護保険サービス以外に利用している支援と、今後の利用意向について尋ねたところ、いず

れのサービスでも利用意向が利用実態を上回っています。特に、「調理」・「掃除・洗濯」「買い

物」等の日常生活支援、「外出同行」・「移送サービス」等の移動支援、「見守り、声かけ」につい

て必要と感じると回答した人の割合が利用している人の割合を大きく上回っています。 

 

図表38 利用状況と利用意向（介護保険サービス以外の支援） 

 
（n=３１０） 
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⑤ 仕事と介護の両立について 

働きながら介護を行う介護者が、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の 

両立に効果があると思うかについて尋ねたところ、「介護休業・介護休暇等の制度の充実」

が１１.９％と最も高く、次いで「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」（１０.５％）、

「介護をしている従業員への経済的な支援」（１０.５％）と回答した人の割合が高くなっています。 

 

図表39 勤め先からの支援について 
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４．第７期計画の振り返りと評価 
 

「第７期直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（以後、第７期計画という）」は平成

３０年度から令和２年度までの３か年計画です。団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見

据えつつ、「地域でささえあう高齢者が健康で安心して暮らせるまちづくり」を基本理念とし下

記に挙げる３つの視点と３つの基本目標から構成されています。 

 

【基本理念の３つの視点】 

ささえあい…地域との連携・協働 

元気な高齢者が「支え手」として活躍できる 

健康   …高齢者の社会参加 

生きがい・役割づくり 

医療・介護の連携 

安心   …地域包括ケア体制の充実・強化 

介護サービス・生活支援サービス・住まいの確保 

認知症施策 

 

【３つの基本目標】 

基本目標 ささえあい 健康 安心 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 ○ ○ ○ 

基本目標２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり ○ ○  

基本目標３ 地域で高齢者を支えるまちづくり ○  ○ 

 

第７期計画を振り返るにあたり最も本質的な評価となるのは、基本理念である「地域でささ

えあう高齢者が健康で安心して暮らせるまちづくり」に計画期間を通じてどれだけ近づくことが

できたかということです。 

本資料は「介護保険事業計画の策定に向けた「取組と目標」の的確な評価方法に関する調

査研究事業」の趣旨を踏まえつつ第７期計画策定時に設定した基本理念や基本目標の到達度

を定量的に測定するための管理指標を用い、評価を行うこととしました。 
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進（基本目標１） 

地域包括ケアシステムは高齢者が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、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が切れ目なく一体的に提供

される体制のことです。 

第７期計画の基本目標１「地域包括ケアシステムの深化・推進」で挙げられた下記５項目の

「施策の方向」は地域包括ケアシステムの５つの構成要素に対応しています。 

 

１．自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 「予防」「生活支援」 

２．在宅医療・介護の連携の充実 「介護」「医療」 

３．認知症施策と権利擁護の推進 「介護」「生活支援」 

４．地域包括支援センターの機能強化 「介護」 

５．高齢者が安心して住み続けられる住まいの充実 「住まい」 

 

 

① 自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 

【現状】 

本市では、介護予防活動を週に１回以上取り組む住民主体の自主活動団体の普及・啓発・

推進を行っています。「いきいき百歳体操サポーター養成講座」を実施し、立ち上げ支援として、

介護予防に効果の高い「いきいき百歳体操」の DVD の配布、必要な機材の貸与等を実施して

います。また、継続支援として市内の医療機関や介護事業所のリハビリテーション職員が年２

回、週に 1 回以上いきいき百歳体操に取り組む自主活動団体に体力測定や運動指導を実施し

ています。 

そして、健康づくり・介護予防に取り組む個人へのインセンティブとしてのおがた元気ポイント

事業を実施しています。 

 

【課題】 

自主活動団体の参加者の多くは７５歳以上の後期高齢者が占めており、団体のお世話役の

後任不足や運営側の高齢化により活動の継続が困難になっている等の課題があります。また、

活動場所を確保できないことや住んでいる地区ごとに参加できる場が限られることがある等の

課題もあります。近場で誰でも参加できる通いの場を充実させる必要があります。 
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② 在宅医療・介護連携の充実 

【現状】 

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人生

の最期まで続けていくためには、居宅等において提供される訪問診療等の在宅医療の提供等、

医療・介護の双方向からの連携が欠かせません。本市では、直方鞍手医師会と連携し、医療・

介護関係者による多職種連携の仕組みづくりや地域の医療・介護機関との連携による生活支

援等の取り組みを推進しています。 

平成３０年度には、直方鞍手医師会管内の各病院の連携室と地域包括支援センター三職種

による意見交換を行い、支援が必要な高齢者についての情報提供することで入退院時の円滑

な支援を実施することができました。また、退院支援として、本人・家族・病院連携室職員・理学

療法士・介護支援専門員が立会いのもと、家屋調査や退院後の在宅生活の見通しについて共

有し主治医との連携を図ることで、円滑な支援を実施することができたケースもありました。 

 

【課題】 

平成３０年度から市民、医療・介護従事者向けにそれぞれ直方市の医療・介護資源をインタ

ーネットで検索し把握できるシステムを運用していましたが、アクセス数が低いことから運用を

中止し、見直しを検討することとなりました。 

医療・介護が必要な高齢者を支援するための在宅医療・介護の資源や医療ケアが必要な高

齢者が入所できる施設の情報把握が十分でない場面があり、円滑な支援を実施するために必

要な情報共有の仕組みを構築することが課題となっています。また、入退院支援について、各

医療機関によって必要な情報等が異なるため、円滑な支援が行き届きにくい点も課題となって

います。 

訪問診療等の日常の療養支援については、人材不足が課題となっていることに加え、訪問

看護師等の教育・研修の場を設ける等、全体の資質向上のための取り組みも必要です。 
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③ 認知症施策と権利擁護の推進 

【現状】 

認知症への理解を深めるための普及・啓発事業として認知症サポーター養成講座や SOS

ネットワーク模擬訓練を実施しています。地域において、いまだ支援を受けずに困っている認

知症の人へ、認知症地域支援推進員等を中心とした企画活動やその他地域活動、認知症カフ

ェ等を実施し、気軽な相談の場の提供や早期発見のための支援を行っています。支援が必要

な方に対しては、認知症専門医を含む認知症初期集中支援チームを招集し速やかに対応を行

っています。 

認知症の人が自らの意思に基づきその住み慣れた地域で安心した生活を継続するために、

認知症の人本人の意向を伺う機会を創出すると共に、一定数の確保がなされている認知症サ

ポーターの対応力向上のためのステップアップ講座を企画・実施し、専門職と共により質の高

い見守りを行うチーム（チームオレンジ）の編成を目指しています。 

また、警察署や消費生活センターと連携し、高齢者の暮らしを守るための活動や情報提供を

行っているほか、高齢者虐待の対応・相談窓口の住民への周知徹底、早期発見・見守り、介護

サービス従事者向けの研修やストレス対策の実施等、関係機関と連携して取り組んでいます。 

 

  平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 評価 

認知症サポーター数（人） 
目標値 - ６,５００ ６,６００ ６,７００ 

○ 
実績 ６,３２８ ７,００５ ７,４３２ ７,８３２ 

※表中の令和２年度の数値は５月末時点のもの（以降、同様） 
 

【課題】 

認知症サポーター数は第７期計画で設定した目標値を上回って増加していますが、認知症

サポーター養成講座は福祉事業所や学校関係者向けの開催機会が多いため、一般市民向け

や民間事業所（販売などのサービス業や金融関係、公共交通関係等）向けに裾野を広げていく

ことが課題となっています。 

権利擁護の推進については、日常的な支払い手続きや金銭管理ができなくなり始めた高齢

者にとって、日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用のハードルが高いことが課題とな

っています。「終活」に関する相談や今後の生活に不安を抱えて相談に訪れる高齢者に対し、

手段や制度を案内できるような支援が必要です。 

高齢者虐待や権利擁護について定期的な普及・啓発ができていないため、今後取り組む必

要があります。  
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④ 地域包括支援センターの機能強化 

【現状】 

身近な相談窓口として、日常生活圏域ごとに在宅介護支援センターを４カ所設置しています。 

地域包括支援センターにて総合相談事業、権利擁護事業、包括的・継続的マネジメント支援

事業・介護予防ケアマネジメント事業、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、地域

包括ケア会議の推進、生活支援サービスの体制整備について市との連携のもと、行っています。 

 

 平成２９年度 令和元年度 

地域包括支援センター相談実件数（件） ２,１８１ ２,４２６ 

地域包括支援センター相談延件数（件） ６,４５５ ７,７８８ 

介護支援専門員への日常的個別指導・相談等（回） ５９３ ４３６ 

介護支援専門員のケアプランの振り返り支援（回） ８７９ ７００ 

地域の介護支援専門員との情報共有および助言（回） ５０２ ４９６ 

近隣地域含めた介護支援専門員の勉強会への参加（回） １０ １２ 

地域ケア会議の開催回数（回） ２４ ３３ 

地域ケア会議の事例件数（件） １３０ １９３ 

資料：高齢者支援課 
 

【課題】 

地域包括支援センターでの相談件数は増加していますが、病院や診療所から介護申請をし

た方がよいと言われて地域包括支援センターの総合相談窓口に来られた場合でも、入院直後

で今後の経過が分からないため介護申請に至らなかった等のケースが発生しており、医療関

係者に地域包括支援センターの総合相談の役割を周知していく必要があります。 

地域包括支援センターでの相談時に施設の情報が不足していると感じるケースがあり、市

内の施設情報について取りまとめる等情報共有の仕組みを作る必要がある他、事業者間の横

のつながりをつくることも重要です。 

包括的・継続的介護予防ケアマネジメントを実施した際、資源活用の提案をしても、サービ

ス重視の利用者が多く資源活用に繋がらないケースが多くあります。住民への普及・啓発等を

強化する必要があります。 
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⑤ 高齢者が安心して住み続けられる住まいの充実 

【現状】 

高齢者が住み慣れた地域で暮らしていくためには、日常生活の大半を過ごす「住まい」の整

備は欠かせません。多様化する介護ニーズに対応し、可能な限り在宅での生活を継続すること

ができるよう、医療・介護連携をはじめ、「まちづくり」の一環として様々な取り組みや支援を行

っています。施設・居住系サービス等の基盤整備や住宅改修の必要な費用を補助する助成制

度を実施しています。 

 

【課題】 

住みよか事業(住宅改修支援)について、一般財源の確保が困難なため、支援に限りがある

ことが課題となっています。 
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２．高齢者が健康で活躍できるまちづくり（基本目標２） 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると、本市の高齢者のうち８６.４％は健康につ

いての記事や番組に関心があると回答しており、多くの高齢者が自分の健康に大きな関心を

もっていることが分かります。 

一方で、主観的健康感が「とてもよい」「まあよい」と回答した高齢者の割合は前回調査から

０.９ポイント減少し７２.１％となっています。第７期計画で設定した目標値の７６.１％を４.０ポイ

ント下回る結果となりました。 

 

図表40 健康について「とてもよい」「まあよい」と回答した人の割合 

 

 

  平成２９年度調査 令和元年度調査 評価 

健康について「とてもよい」「まあよい」

と回答した人の割合 

目標値 - ７６.１％ 
× 

実績 ７３.０％ ７２.１％ 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より 

  



46 

 

① 健康づくりの推進 

【現状】 

特定健診やがん検診の受診促進や「８０２０運動」の推進等を行っている他、健康寿命の延

伸を目指して生涯学習活動や生涯スポーツ・レクリエーション事業を実施しています。医療技

術の発展等により平均寿命が延びている中、高齢者が健康で活躍できる社会を実現するため

には介護等が必要となってから亡くなるまでの期間をできるだけ短くする必要があります。 

 

 

図表41 特定健診およびがん検診受診率 

 
資料：健康福祉課 

 
 平成２９年度調査 令和元年度調査 

口腔機能低下者の割合 ３５.０％ ２４.６％ 

低栄養リスク者の割合 ７.４％ １.７％ 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

【課題】 

特定健診の受診率は増加傾向となっていましたが、令和元年度は減少に転じました。がん

検診の受診は平成２２年度以降、横ばいで推移しており、全体の１割程度となっています。受診

を促進するための啓発等を継続して行う必要があります。 

口腔機能低下者および低栄養リスク者の割合は平成２９年度から大きく減少しています。今

後も継続して取り組みを実施することが重要です。 
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② 生きがいづくり活動の推進 

【現状】 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果によると、主観的健康観が良好な人ほど各リ

スク者の割合が低い傾向にあることが分かります。心身の健康を保持するため、生涯学習活

動やのおがた元気ポイント事業、障がいスポーツ・レクリエーション事業など高齢者の社会参加

や生きがいづくりを推進するための取り組みを実施しています。 

 

図表42 主観的健康観別各リスク者の割合 

 

 平成２９年度調査 令和元年度調査 

スポーツ関係のグループやクラブに週１回以上参加し

ている高齢者の割合 
１３.２％ １３.７％ 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より 
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 平成２９年度調査 令和元年度調査 評価 

主観的健康観が良好な高齢者の割合
※6

 
目標値 - ７６.１％ 

× 
実績 ７３.０％ ７２.１％ 

主観的幸福感が良好な高齢者の割合
※7

 
目標値 - ９３.０％ 

× 
実績 ９１.５％※8 ８８.８％ 

地域活動に参加する高齢者の割合
※9

 
目標値 - １４.０％ 

○ 
実績 １２.９％ ２４.８％ 

※6 ニーズ調査より、現在の健康状態につて「とてもよい」もしくは「まあよい」と回答した人の割合。 

※7 ニーズ調査より、現在の幸福度について８点以上と回答した人の割合。 

※8 調査票の設計が４段階（平成２９年度調査）から０～１０の１１段階（令和元年度調査）に変更され

ている点に注意。 

※9 ニーズ調査より、ボランティアのグループまたは趣味関係のグループ、学習・教養サークルのいず 

れかに月１回以上参加している人の割合。 

 

【課題】 

スポーツ行政、体育協会、協会加盟団体、高齢者福祉等が主催する各種教室が開催されて

いますが、各主催間での連携が不足している点が課題です。また、スポーツ推進委員の活動に

よるニュースポーツの普及促進などに取り組んでいるものの、参加者が少なく、各種教室等の

参加に関する周知方法や運動の習慣が無い人に対していかにアプローチするかが課題となっ

ています。 
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③ 高齢者の社会参加・働く場の充実 

【現状】 

高齢者の社会参加や働く場の充実を目指し、老人クラブ活動への支援やシルバー人材セン

ターの加入推進・助成、高齢者の就労促進等の取り組みを実施しています。 

 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

シルバー人材センター会員数（人） ３３６ ３３８ ３４１ ３４５ 

資料：高齢者支援課 

【課題】 

本市の高齢者人口は増加傾向ですが、就労年齢の高齢化やライフスタイルの多様化等の影

響もあり、老人クラブの会員数は減少傾向となっています。今後、高齢者人口はピークを迎え

減少に転じることが見込まれていることからも、会員数の減少や担い手不足等の課題がさらに

深刻となることが懸念されます。 

また、ホームページの作成や会報の発行等を行っていないクラブもあり、活動内容や参加方

法等の情報が届きにくいことも課題です。各クラブ等と連携を取りながら、市民に向けて情報

発信するための支援等を検討する必要があります。 

会員数の伸び悩みについてはシルバー人材センターも同様ですが、企業が構成者雇用を積

極的に行っている影響もあり、一概に会員数を増やす取り組みを行うことが重要とは言えませ

ん。 
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３．地域で高齢者を支えるまちづくり（基本目標３） 

 

本市では、第７期計画において「地域で高齢者を支えるまちづくり」を実現するため、地域共

生社会の実現に向けた取り組みの推進、高齢者福祉サービスの充実、家族介護者への支援、

高齢者を支える担い手づくり、安心・安全なまちづくりの取り組みを実施してきました。 

 

① 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進 

【現状】 

少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り

巻く環境の変化等により、住民の抱える福祉ニーズが多様化、複雑化してきています。本市に

おいても、国の示す指針に基づき各関係部署との連携のもと、身近な地域コミュニティで市民

が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを進めています。また、育児・介護・障

がい・貧困・ダブルケア等の多様化した課題を総合的な相談支援体制づくりに努めています。

各係で相談等を受け付けた際に、他部署への案内を行うなど連携をとっています。 

 

【課題】 

身近な地域コミュニティで市民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりに

ついて、マイクロバスを用いた買い物支援の実例などはありますが、市民が主体的に解決を試

みる体制づくりは十分には進んでいないと言えます。 

総合的な相談支援体制づくりでは、防災・地域安全課、公共交通係等との連携に課題があ

り、改善の取り組みを検討する必要があります。 
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② 高齢者福祉サービスの充実 

【現状】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、安全確保や緊急時の対応、地

域住民と交流する機会を視野に入れたまちづくりを進めています。 

ひとり暮らしの高齢者に対し、緊急通報装置の貸し出しを実施している他、配食サービスや

安否確認・災害時支援のための「ひとり暮らしリスト」を活用した見守りの取り組みを実施して

います。 

 

【課題】 

高齢独居世帯の増加に伴い、緊急通報装置の貸し出し事業について利用者が増加していま

す。平成３０年度に自己負担の見直しを実施しましたが、対象者を狭めずに事業を継続するた

め、IOT の活用や利用者負担の増および負担対象者の範囲拡大を検討する必要があります。 

見守りを兼ねた配食サービスを実施していますが、実施世帯数が増加傾向となっています。

制度の維持・継続のため、対象世帯等の条件の見直しを検討する必要があります。 

安否確認・災害時支援のための「ひとり暮らしリスト」を活用した見守り活動について、民生

委員の戸別訪問を実施しているため、高齢者のみの世帯が増加している本市において、今後、

更に負担が増す可能性があります。 

 

 

③ 家族介護者への支援の充実 

【現状】 

介護用品給付（介護自立支援事業）、SOS ネットワークおよび事前登録を実施しています。 

働きながら介護を行う家族等の相談に応じて適切な対応方法を提案しています。また、認知

症については、市内のボランティア団体等と協働して相談支援を実施しています。 

 

 平成２９年度 令和元年度 

直方市高齢者等 SOS ネットワーク見守り登録件数（件） ６０ ７５ 

資料：高齢者支援課 
 

 平成２９年度調査 令和元年度調査 

今後も仕事と介護の両立を「問題なく続けていける」と回

答した人の割合 
２４.８％ ３２.２％ 

資料：在宅介護実態調査より 
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【課題】 

介護自立支援事業として、在宅の介護３以上で寝たきり度ランク B の非課税高齢者に対し、

介護保険料の区分により３,０００円～６,０００円のおむつの現物給付を行っていますが、地域

支援事業枠での事業実施について廃止・縮小の検討が求められています。 

認知症高齢者やその家族が安心して住み慣れた地域で生活を続けるため、SOS ネットワー

クおよび事前登録を実施していますが、よりメリットの高い事前登録制度とするためにも多くの

人に対して登録を促す仕組みを検討する必要があります。 

 

 

④ 高齢者を支える担い手づくり 

【現状】 

直方市社会福祉協議会、直方市民生委員・児童委員協議会、直方市老人クラブ、直方市自

治区公民館、NPO 法人やボランティアグループ、家族や近隣団体との連携のもと、住民主体

の組織活動やボランティア活動を支援し、多様なサービスの提供を実施し、高齢者の介護予防

と生きがいづくりに寄与する活動の充実を図っています。 

 

 

【課題】 

介護従事者の人材不足が大きな課題となっています。 

また、老人クラブの会員数の減少や担い手不足等により、活動の継続が困難となる等の課

題もあります。 

市内の各自治区公民館では個別に活動を行っており、自治区間での連携を図ることも必要

です。 

市内で活動しているボランティア団体について、組織的に運営されているのか不明であり、

ヒアリング等を実施して活動状況を整理する必要があります。 
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⑤ 安全・安心なまちづくり 

【現状】 

第７期計画期間中には本市を含む地域で局地的な大雨による被害が発生するなど各地で

自然災害が頻発しており、市民の不安感は高まっています。 

地震や豪雨による水害、土砂災害などが発生時の対策として、地域において要配慮者を支

援する体制（自主防災組織等）の整備や庁内の関係部署と連携し避難行動要支援者名簿の作

成、福祉避難所の確保など、災害発生時の救援・避難体制を作っています。 

また、高齢者を狙った犯罪も増加傾向にあることから、本市では高齢者の消費者被害の防

止や対処のため、直方警察署や消費生活センターと連携し、老人クラブや民生委員等に対し情

報共有を行っています。 

  

 

 平成２９年度調査 令和元年度調査 

災害対策の推進に関する満足度評価 ０.０８ -０.１１ 

交通安全・防犯対策の推進に関する満足度評価 ０.２２ ０.１９ 

 資料：直方市のまちづくりのための市民意識調査より 
 

【課題】 

令和元年１１月に実施した「直方市のまちづくりのための市民意識調査」では、災害対策の推

進に関する満足度が-０.１１ポイント、交通安全・防犯対策の推進に関する満足度が０.１９ポイン

トとなっており、平成２９年に実施した同調査と比較して数値が低下しています。 

多様化する特殊犯罪に対応するため、警察署等とのさらなる連携のもと、最新の犯罪手口

に関する情報を共有する必要があります。また、高齢者や子どもが巻き込まれる事故等を防止

するため、警察署・交通安全協会等との連携をさらに進める必要があります。 

災害が発生しやすい河川流域地区や土砂災害警戒区域と、その他の地域での防災に対す

る意識格差があり、市民に対し、災害に対する正しい知識の普及・啓発を継続して推進する必

要があります。 
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４．第７期計画での目標指標と評価 

 

 

【目標指標】 
 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 評価 

自主活動団体（毎週１回開催）登

録団体数（団体） 

目標値 - ２０ ２５ ３０ 
× 

実績 ３ ７ １２ １２ 

のおがた元気ポイント参加登録

団体数（団体） 

目標値 - ２２０ ２３０ ２４０ 
○ 

実績 ２１８ ２２６ ２４３ ２４３ 

地域における資源の掘り起こし

件数（件） 

目標値 - １５０ ２００ ２５０ 
○ 

実績 １８６ ２１２ ２５２ ２５２ 

生活支援コーディネーターが地域の会

議等に参加した回数（回） 

目標値 - ２０ ３２ ４０ 
○※10 

実績 ３６ ６３ ７７ 42 

資料：高齢者支援課 
※10 コロナウイルス感染症の影響による会議自粛等の影響を考慮 

 

【評価】 

「のおがた元気ポイント参加登録団体数」「地域における資源の掘り起こし件数」「生活支援

コーディネーターが地域の会議等に参加した回数」については目標を上回っているものの、「自

主活動団体登録団体数」は目標値を下回りました。ただし、「自主活動団体登録団体数」は平

成２９年度から４倍に増加しており、第８期計画期間での達成は十分可能であると考えます。 

 

 

【目標指標】 
 平成２９年度調査 令和元年度調査 評価 

主観的健康観が良好な高齢者

の割合 

目標値 - ７６.１％ 
× 

実績 ７３.０％ ７２.１％ 

主観的幸福感が良好な高齢者

の割合 

目標値 - ９３.０％ 
× 

実績 ９１.５％ ８８.８％ 

地域活動に参加する高齢者の

割合 

目標値 - １４.０％ 
○ 

実績 １２.９％ ２４.８％ 

認知機能低下がみられる高齢

者の割合 

目標値 - ４２.２％ 
○ 

実績 ４６.２％ ３９.１％ 

閉じこもりリスクのある高齢者の

割合 

目標値 - １３.２％ 
× 

実績 １９.２％ １７.２％ 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より 
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【評価】 

「地域活動に参加する高齢者の割合」「認知機能低下がみられる高齢者の割合」については

目標値を達成しています。特に「地域活動に参加する高齢者の割合」は目標値が１４.０％であ

ったのに対して実績値が２４.８％となっており、目標値を大幅に上回っています。「閉じこもりリ

スクのある高齢者の割合」は目標値を下回ったものの、前回調査結果（１９.２％）からリスク者

の割合が減少しており、着実な成果が出ているとも言えます。 

「主観的健康感が良好な高齢者の割合」「主観的幸福感が良好な高齢者の割合」は目標値

を下回ったものの、本市の高齢者は主観的健康感、主観的幸福感ともに高い水準を維持して

おり、第８期計画期間中もこの水準を維持、向上できるよう取り組んでいきたいと考えていま

す。 

 

 

【目標指標】 
 平成２９年度調査 令和元年度調査 評価 

要介護・要支援認定率 

（第１号被保険者） 

目標値 - ２１.２％ 
○ 

実績 ２０.６％ ２０.６％ 

要介護１・要介護２の認定率 
目標値 - ８.３％ 

× 
実績 ８.４％ ９.０％ 

要支援１・２認定者の維持改善

率 

目標値 - ６１.８％ 
× 

実績 ５８.９％ ５７.５％ 

資料：高齢者支援課 
 

【評価】 

要介護及び要支援認定率（第１号被保険者に占める要介護・要支援認定者の割合）は平成２

９年度と同水準に維持できているものの、要介護１・要介護２の認知率が若干上昇したことで目

標値を上回っています。これは要介護１・要介護２認定者の維持改善率が目標に至らなかった

ことも要因のひとつとして考えられます。 
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第３章 基本理念と計画体系 

１．計画の基本理念 

第７期計画では「地域でささえあう高齢者が健康で安心して暮らせるまちづくり」を基本理

念として掲げ、計画を推進してきました。 

基本理念は本市の高齢者福祉・介護保険分野における理想の姿（ビジョン）であり、本市の

高齢者福祉・介護保険関連施策を進める中で最終的に達成するべき姿であることから、第８期

計画の基本理念として踏襲します。 

 
 

 
 
 
 

２．基本目標 

基本理念には「ささえあい」「健康」「安心」の３つの視点が盛り込まれていることから、これら

のキーワードを踏まえて基本目標を定めます。 

 

[第８期基本目標]  

基本目標１ 高齢者を地域でささえあうまちづくり 

基本目標２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり 

基本目標３ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり 
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３．計画体系 

[基本理念] 

地域でささえあう 

高齢者が健康で安心して暮らせるまちづくり 

 

基本目標１ 高齢者を地域でささえあうまちづくり 

１．地域共生社会の実現に向けた取組の推進 
２．認知症施策の推進 
３．家族介護者への支援の充実 

４．高齢者を支える担い手づくり 
 

基本目標２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり 

１．健康寿命の延伸 
２．自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 
３．生きがいづくり活動の推進 
４．高齢者の社会参加・働く場の充実 
 

基本目標３ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

１．在宅医療・介護の連携の充実 
２．地域包括支援センターの機能強化 
３．高齢者福祉サービスの充実 

４．高齢者の虐待防止と権利擁護に関する取組の推進  
５．高齢者が安心して住み続けられる住まいの充実 
６．安全・安心なまちづくり 
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第４章 基本目標ごとの取組 

基本目標１ 高齢者を地域でささえあうまちづくり 

直方市における２０２０年の高齢化率は３３．３%であり、市民の約３人に１人が高齢者である

ことが分かります。２０４０年まで本市の高齢化率は横ばい傾向が見込まれているものの、高齢

者全体に占める後期高齢者（７５歳以上）の割合は２０２０年の５２.７%から２０４０年の６２.０％

へと増加することが見込まれています。このことで、今後、介護サービスの需要が増加すること

が予想される一方、介護を担う人材が不足し、家族介護者の負担が増大することによる介護

離職等が一層深刻になること等が懸念されています。 

高齢者を地域でささえあうまちを実現するためには、介護の担い手となる人材を確保するこ

とに加え、家族介護者への支援、地域住民同士の支え合い等、高齢者本人を含め地域・行政

が一体となって本市の地域の実情に合った地域包括ケアシステムを構築していく必要がありま

す。 

 

【市民と共に目指す行動目標】 

 地域におけるふれあいや助け合いなど、人と人とのつながりを大切にした地域を
つくりましょう。 

 ボランティアや自治会・町内会などの活動に積極的に参加しましょう。 

 

【目標指標】 

指  標 現 状 値 目 標 値 

ボランティアに参加している人の割合 １２.３％ １５.０％ 

今後も仕事と介護の両立を「問題なく、続けてい

ける」と回答した人の割合※ 11 
３２.２％ ３５.０％ 

認知症に関する相談窓口の認知度 ２４.２％ ２７.０％ 

※  現状値：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果（令和元年度）、目標値：令和４年度 

※ 11 目標値は前回調査（平成２９年度）結果と令和元年度調査結果を踏まえ、実現可能な数値を算出した。 
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（１）地域共生社会の実現に向けた取組の推進 
 
【現状と課題】 

近年、いわゆる「８０５０問題※12」や「ダブルケア※13」のように、複数の問題を同時に抱える世

帯が増加する等、福祉に関するニーズは複雑化、多様化しています。 

複合的な問題にも対応するため、介護・障がい・子育てなどの各分野を包括的に支援する窓

口の連携を強化する等、地域共生社会の実現に向けた取組を推進していく必要があると言え

ます。 
 

※12 ８０歳代の高齢者が５０歳代の引きこもりの子どもの生活を支える問題 

※13 同じ世帯で、中学生以下の子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

総合相談窓口の充実 
多様化・複雑化するニーズに対応するため、高齢者・子育て・障がい

等の窓口との連携を強化し、包括的な対応に努めます。 

 
 
 

（２）認知症施策の推進 
 
【現状と課題】 

認知症は加齢によって著しく有病率が高まることが知られており、一般に、５歳年齢が上が

るにつれ有病率が約２倍になるとも言われています。 

認知症高齢者が尊厳を保ちながら穏やかな生活をおくり、家族も安心して日常生活を営む

ことができるようにするためには、市民全てが認知症について理解し、地域全体で認知症高齢

者の生活を支えていく必要があります。 

国の基本指針にもある通り、認知症施策推進大綱等を踏まえ、各種施策の推進が重要とな

っています。 

  



60 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 
認知症に関する正しい

知識の普及・啓発 

ボランティア団体や各種関係機関と連携して、直方市認知症ケアパ

スを使用し、認知症に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

認知症サポーターの

養成 

市内のキャラバンメイトやボランティア団体「認知症サポーターを広

める会」を通じ、認知症を正しく理解することを目的としたサポータ

ー養成講座や講演を実施しています。 

認知症初期集中支援

チーム事業の機能強

化 

認知症の早期診断・早期対応のため、福岡県認知症医療センター

等に委託して、直鞍２市２町で実施しています。相談・支援体制の充

実のため、継続性のある取組を行い事業の質の向上を目指します。 

認知症に関する各種

相談窓口の設置 

直方市地域包括支援センター、福岡県認知症医療センター、直方市

社会福祉協議会にて、認知症に関する相談窓口を設置しています。 

また、地域における身近な相談窓口として、在宅介護支援センター

を日常圏域ごとに４か所設置しています。 

高齢者等ＳＯＳネットワ

ーク事業 

認知症等による行方不明者の迅速な発見と事件・事故の未然防止

に努めるため、２０１５年度から直鞍２市２町で協定書を締結し、広域

的なネットワーク体制を整えています。今後も各市町との連携のも

と、広範な圏域で対応していきます。また、本市においては「高齢者

等 SOS ネットワーク見守り登録事業」を通じて行方不明者の早期

発見・早期対応ができるよう事前登録制度を推進します。 

認知症地域支援推進

員の活用の推進 

令和２年４月時点で、市内に３名の認知症地域支援推進員を配置

いています。今後も認知症に関する相談・支援体制の充実に向け事

業の質の向上と継続性のある取組を推進します。 

認知症家族介護者へ

の支援 

直方市地域包括支援センターにて認知症の人の相談を受けてお

り、福岡県認知症医療センター、直方市社会福祉協議会と連携して

家族介護者への支援を行っています。 

また、市内の当事者団体である「認知症の人と家族の会直方」で

は、認知症相談や各種学習会の開催、講演活動等、高齢者福祉に

かかわる諸団体や地域との交流を行っています。 

通いの場の拡充 認知症施策推進大綱を踏まえて、通いの場の拡充を検討します。 

若年性認知症の人へ

の支援 

福岡県の相談窓口である若年性認知症サポートセンターについて

市報、ホームページ等にて周知し、支援へつなげています。 
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【コラム】認知症の人と家族の会直方 

認知症の人と家族の会のおがた、の活動について紹介したコラム。  
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つづき。認知症の人と家族の会のおがた、の活動について紹介したコラムの２枚目 
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【コラム】認知症サポーターを広める会 

認知症サポーターを広める会、の活動について紹介したコラム。  
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（３）家族介護者への支援の充実 
 
【現状と課題】 

主に介護を担っている家族の多くは、他の人になかなか介護の大変さを理解してもらえない、

同じ家族でさえもなかなか理解してもらえないといった悩みを抱えている等、様々な問題を抱

えてしまうことがあります。 

令和元年度に実施した「在宅介護実態調査」によると、在宅で生活している人のほとんどが

主に配偶者や子等の家族からの介護を受けていると回答しています。 

介護者本人や家族の中だけで問題を抱え込んでしまうことのないよう、気軽に相談できる体

制を整備するとともに、相談先の周知や介護者の精神的ストレスの軽減を図る取組が必要で

す。 

図表43 主な介護者について 

 
資料：在宅介護実態調査（令和元年度実施）  
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【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

家族介護者に対する

相談支援体制の充実 

在宅介護支援センターを、市内４か所に設置し、高齢者等の総合的

な相談、各種サービスに関する情報提供、サービスの利用に関する

調整、公的福祉保健サービスの利用申請手続の受付・代行等を行

っています。 

認知症相談窓口の周

知・啓発 

介護を行う家族の負担や不安感を解消するため、今後も継続して

認知症に関する相談窓口の周知・啓発に努めます。 

レスパイト機能をもつ

施設等の活用 

「ショートステイ」のほか、「デイサービス」「訪問介護」等、レスパイト

機能をもつ施設等を有効に活用します。 

 
 
 

（４）高齢者を支える担い手づくり 
 
① 地域における担い手の確保 

【現状と課題】 

高齢化の進行により、高齢者を支える担い手が不足しています。高齢者を地域でささえあう

まちづくりを実現するためにも、介護や地域づくり、ささえあいの担い手確保は喫緊の課題で

す。 

令和元年度に実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、地域づくりの場への参

加意向を尋ねたところ、４８.８％が参加者として参加意向があると回答しました。また、運営（お

世話役）として参加意向がある人は２９.３％でした。 

介護サービスの提供による高齢者への支援以外にも、元気な高齢者や地域のボランティア

等の様々な団体、家族や隣近所の人等が主体となって高齢者をささえていく必要があります。 
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図表44 地域づくりの場への参加意向（参加者として） 

 
資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

図表45 地域づくりの場への参加意向（お世話役として） 

 
資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

地域の支え合いのネ

ットワーク構築 

直方市社会福祉協議会をはじめとした関係機関や団体との連携の

もと、住民主体の組織活動やボランティア活動を支援し、多様なサ

ービスの提供と高齢者の介護予防と生きがいづくりに寄与する活動

の充実を図ります。 

市と社会福祉協議会

との連携強化 

高齢者を支える活動として、移動送迎支援事業や介護サービス事

業を実施しています。今後も継続して、市と社会福祉協議会の連携

強化に取り組みます。 

民生委員・児童委員

との連携 

市内全１１校区の民生委員・児童委員を通じた地域の見守り活動を

継続していきます。 
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主な取組 取組の内容 

老人クラブ活動費の

支援 

老人クラブで実施している清掃・訪問活動・健康づくり等の活動に

対する助成に加え、取組等の周知・啓発を行うことで活性化を図り

ます。 

日常生活サービスの

体制整備 

ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯、認知症の人の増加

に対応するため、生活支援体制整備事業を活用した生活支援コー

ディネーターや協議体を設置しています、第２層コーディネーターが

地域に出向き、資源の掘り起こしと資源シートの作成を行っている

他、第１層協議体を隔月開催し、課題解決に向けた協議を行う等、

地域の支え合いの体制づくりを推進しています。 

今後も、多様な日常生活上の支援体制の充実と社会参加の推進を

行っていくために、地域における資源の掘り起こしや地域の課題解

決に向けて取り組んでいきます。 

 
 

② 介護人材の確保 
 
【現状と課題】 

医療ニーズの高まりや、認知症高齢者、高齢者のみの世帯の増加等に伴い、介護ニーズの

高度化、多様化に対応できる介護人材の質的向上が課題となっており、第８期介護保険事業

計画の基本指針にも地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の

強化が挙げられています。一方、介護従事者は全国的に離職率が高い傾向にあり、団塊の世

代が後期高齢者となる２０２５年頃、介護現場において職員が約３８万人不足するとも言われて

います。本市においても、人材の確保に苦慮する介護事業所があることから、介護人材の確保

は喫緊の課題となっています。 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 
介護従事者の質の確 

保・向上に関する取組 

福岡県との連携のもと、介護従事者の資質向上のための学習機会

の提供やキャリアに応じた研修などを検討していきます。 

業務効率化と介護現 

場のイメージ刷新 

介護現場での業務負担軽減に取り組みます。また、介護の仕事に対す

る正しい理解を促すとともに、福岡県との連携のもと、介護の仕事に就

きたい人等へ向けた情報発信等に努めます。 

  



68 

 

基本目標２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり 

高齢者が健康で活躍できるまちをつくるためには、身体の健康を維持することはもちろん、

生きがいや社会参加の場を持つなど、心身の健康を維持することが重要です。特に、閉じこも

り状態が続くと運動器の機能低下やうつ傾向に陥る等のリスクを引き起こしやすくなります。

外出の支援や交流の場を設けるなど、高齢者に積極的な外出を促すことは高齢者が健康で活

躍できるまちを実現するためには大変重要なことです。 

また、たとえ介護が必要になった場合でも、可能な限り住み慣れた地域で生活できるように

するための支援も必要です。 

 

【市民と共に目指す行動目標】 

 「自分の健康は自分でつくる」という自主的健康づくりの意識を持ちましょう。 
 がん検診や特定健診を積極的に受診し、病気の予防・早期発見に努めましょう。 
 地域活動（ボランティア、趣味、スポーツなどのクラブや集まり）に積極的に参加

しましょう。 
 

【目標指標】 

指  標 現 状 値 目 標 値 

閉じこもりリスクのある高齢者の割合 １７.２％ １５.０％ 

６５歳以上の新規認定申請者の割合※14 ４.４９％ ４.４０％ 

地域活動に参加する高齢者の割合※15 ２４.８％ ２７.０％ 

主観的健康観が良好な高齢者の割合※16 ７２.１％ ７５.０％ 

主観的幸福観が８点以上の高齢者の割合 ８８.８％ ９０.０％ 

生きがいのある高齢者の割合 ４９.１％ ５３.０％ 

※ 現状値：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査結果（令和元年度）、目標値：令和４
年度 

※14 新規認定申請者割合＝新規認定申請者数÷高齢者数（現状値は令和２年３月末日現在） 

※15 ニーズ調査（令和元年度）より、「ボランティアのグループ」「スポーツ関係のグループやクラブ」「趣

味関係のグループ」「学習・教養サークル」のいずれかに「月に１回以上参加している」と回答した

人の割合 

※16 ニーズ調査（令和元年度）より、主観的健康感について「とてもよい」「まあよい」と回答した人の割

合  
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【成果目標】 

指  標 H３０年度 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

のおがた元気ポイント登

録団体数 （団体） 

２２０ ２３０ ２４０ ２４５ ２５０ ２５５ 

２２６ ２４３ ２４３ - - - 

自主活動団体（毎週１回

開催）団体数 （団体） 

２０ ２５ ３０ ２４ ３３ ４２ 

７ １２ １２ - - - 

※ 上段：目標値、下段：実績値 
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（１）健康寿命の延伸 重点的取組 
 
【現状と課題】 

基本理念である「地域でささえあう高齢者が健康で安心して暮らせるまちづくり」を実現す

るためには、本市に住む高齢者が健康で居続けることが大前提であるといえます。 

本市では、「直方市総合計画」および「保健事業実施計画（データヘルス計画）」に基づき、社

会生活を営むために必要な機能の維持および向上を目指して、生活習慣病の発症予防や重

症化予防といった、生活習慣の改善と社会環境の整備等の取組を推進してきました。 

本計画の策定に先立ち実施した、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果によると、「主

観的健康感」の高い人は、運動機能低下リスク、転倒リスク、閉じこもりのリスクに留まらず、う

つや認知機能についても明らかにリスク者の割合が低くなっていることが分かります。 

生涯にわたり健康で心豊かな生活を送るために、保健事業と介護予防の一体的な実施を検

討していくとともに、今後も継続して健康づくりのための取組、介護予防や生きがいづくり、社

会参加へ向けた取組を推進していく必要があります。 
 

図表46 主観的健康感と各リスクとの関係 

 
資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和元年度実施）  



71 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

のおがた元気ポイント

事業 

健康の増進に向けた自主的な努力を促し健康寿命の延伸を図るこ

とを目的として、健康診査及び介護予防活動等の利用者にポイント

を付与する事業です。今後も継続して事業の推進を図ります。 

特定健診・がん検診

の受診促進 

病気の早期発見や生活習慣病の予防のため、各種検診の受診の必

要性について、今後も継続して啓発に取り組みます。 

歯科口腔保健に関す

る知識の普及・啓発 

歯や口腔機能の状態は、健康と深い関わりがあることから、歯の喪

失や歯周病を予防するため、「８０２０運動」の推進等、今後も継続し

て歯科口腔保健に関する知識の普及・啓発を図ります。 

バランスのとれた食 

生活に関する普及・

啓発 

栄養や食生活を見直すことは、多くの生活習慣病の予防や生活の

質の向上および社会機能の維持・向上にとって重要であることか

ら、バランスのとれた食生活を送ることについて、今後も継続して普

及・啓発に努めます。 

高齢者の保健事業と

介護予防の一体的な

実施の検討 

「保健事業実施計画（データヘルス計画）」との連携を図りつつ、フレ

イル予防の普及啓発、ならびにフレイル状態にある高齢者を把握し、

状況に応じた支援ができるよう、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な取組として実施、検討していきます。 
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【コラム】のおがた元気ポイント事業 

のおがた元気ポイント事業について紹介したコラム。  
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（２）自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 重点的取組 
 
【現状と課題】 

高齢者が要支援・要介護の状態にならないためには、介護予防に関する取組を推進する必

要があります。そのためには、要支援・要介護になるリスクを有する高齢者を早期発見し、運動

機能や口腔機能の向上、あるいは栄養改善など、一人ひとりに合ったきめ細かい介護予防プ

ランを作成し、介護予防の必要な方が自ら意欲を持って予防に取り組むことが重要です。 

また、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも在宅生活を継続していくためには、重度化を

予防し、自立支援に資する介護サービスを充実していく必要があります。 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

サポーター養成講座 
リハビリ専門職を講師に迎え、住み慣れた地域で健康づくりや介護

予防の取組ができるよう推進しています。 

介護予防・生活支援

サービス事業の充実 

平成３１年１月より、訪問型サービスＡ・通所型サービスＣを開始して

います。通所型サービス C では、令和２年９月までの間に５名が卒

業し、地域の自主活動団体などへと移行しました。 

今後も改善点を考えながら、地域の元気な高齢者が増えるよう継続

して取組を推進していきます。 

一般介護予防事業の

充実 

介護予防に効果のある「いきいき百歳体操」に週１回取り組む自主

活動を推進しています。対象の団体には年に１回リハビリテーション

専門職による体力測定や運動指導の支援を実施する等、今後も週１

回以上取り組む団体が増えていくよう、継続して支援を実施しま

す。 
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【コラム】いきいき百歳体操 

いきいき百歳体操について紹介したコラム。  
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（３）生きがいづくり活動の推進 
 
【現状と課題】 

高齢者が生きがいのある生活を送るためには、長い人生の中で培われた知識や技能が日

常生活や地域社会で発揮でき、社会の重要な構成員として活躍できるような社会づくりが必

要です。 

高齢者が、それぞれの能力や経験を生かして積極的に地域に関わるとともに、地域社会等

で様々な役割を担い、活躍することが期待されています。 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

生涯学習活動事業 

世代間の交流推進や地域貢献、社会活動参加を推進するため、生

涯学習の機会を提供するとともに、講座修了者などで自主的に発足

されたボランティアサークル活動の支援等を実施していきます。 

生涯スポーツ・レクリ

エーション事業 

高齢者が気軽に参加できる健康体操教室やレクリエーション教室の

実施、競技としての楽しみが得られる福岡県ねんりんスポーツ・文

化祭への参加促進、スポーツに精通した団体である直方市体育協

会や各種競技団体と連携した取組等により、体力や年齢に応じたス

ポーツ・レクリエーションに参加できる機会の充実に努めます。 

また、子どもの頃からスポーツに親しむ環境をつくるため、スポーツ

関係団体との連携に取り組みます。 

 
 

（４）高齢者の社会参加・働く場の充実 
 
【現状と課題】 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果からは、地域の様々な活動に参加する意向の

ある高齢者は４８.８％と半数近く、本市に住む多くの高齢者が、地域づくり活動に参加したいと

考えていることが分かります。また、約３割の高齢者が企画・運営（お世話役）として参加意向を

持っており、少なからぬ人が地域づくりを自らの手で企画・運営したいと考えていることが分か

ります。 

高齢者の働く意欲に応じた就労の場を確保するとともに、地域活動への参加を促進しなが

ら、高齢者の活躍の場を広げることが重要です。また、そのためにも若いうちから地域活動に

関心を持ち、準備を進めていただけるよう啓発を進める必要があります。  



76 

 

図表47 地域作りの場への参加意向（参加者として） 

 
資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和元年度実施） 

 

図表48 地域作りの場への参加意向（お世話役として） 

 
資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和元年度実施） 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

老人クラブ活動費の

支援（再掲） 

老人クラブで実施している清掃・訪問活動・健康づくり等の活動に

対する助成に加え、取組等の周知・啓発を行うことで活性化を図り

ます。 

高齢者の就労促進 

多様な就労機会確保の事業展開を行うシルバー人材センターへの

助成の他、福岡県７０歳現役応援センターとも連携を図り、応援セン

ターが主催する相談会の広報などの支援に取り組んでいます。今後

も様々な団体と連携し、高齢者の就労促進に努めます。 
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基本目標３ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

安心して暮らせることは、本市に暮らすすべての住民にとって無くてはならいものです。災害

や犯罪を防ぐことのできる安全・安心なまちづくりを推進し、体制を整備することはもちろん、

認知症や要介護状態になった場合でも、それまで通りの生活をできる限り続けていくための支

援や取組を充実させていく必要があります。 

 

【市民と共に目指す行動目標】 

 困りごとがあるときは民生委員や地域包括支援センターに相談しましょう。 

 災害発生時の避難先や避難経路を確認し、いざという時に備えましょう。 

 普段から隣近所に声をかけたり挨拶をしたりする等、助け合える関係性を築くこ

とができるよう、努めましょう。 

 

【目標指標】 

指  標 現 状 値 目 標 値 

家族や友人・知人以外で相談できる人（場所）が

「いない」と回答した高齢者の割合 
５４.０％ ４９.０％ 

心配事や愚痴を聞いてくれる人が「いない」と回

答した高齢者の割合 
１０.６％ ９.０％ 

病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をして

くれる人が「いない」と回答した高齢者の割合 
１２.４％ ９.０％ 

今後も仕事と介護の両立を「問題なく、続けてい

ける」と回答した人の割合 
３２.２％ ３５.０％ 

主な介護者が不安に感じる介護の割合※17 ８１.３％ ７５.０％ 

※ 現状値：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査結果（令和元年度）、目標値：令和４
年度 

※17 在宅介護実態調査より主な介護者が不安に感じる介護について「無回答」「特にない」を除いた割合 

 

【成果指標】 

指  標 H３０年度 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

地域における資源シートを

活用した地域資源の掘り起

こし件数 （件） 

１５０ ２００ ２５０ 275 300 325 

２１２ ２５２ ２５２ - - - 

生活支援コーディネーター

が地域の会議等に参加した

回数 （回） 

２０ ３２ ４０ 100 120 140 

６３ ７７ 42※18 - - - 

※ 上段：目標値、下段：実績値 
※18 コロナウイルス感染症の影響による会議自粛等の影響を考慮  
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（１）在宅医療・介護の連携の充実 
 
【現状と課題】 

直方鞍手圏域では、２０１４年度に福岡県事業として開始した直方鞍手医師会の医療・介護

関係者の多職種連携体制づくり等の取組を継承し、２０１８年度より直方市が実施主体となり、

直方鞍手医師会の協力のもと、直方鞍手２市２町広域で連携し、高齢者が可能な限り住み慣

れた地域で暮らし続けることができるよう取り組んでいます。 

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

けるためには、病院や介護サービス事業所等の関係機関との連携を図りながら、看取りや認知

症への対応強化も含め、医療・介護サービスが切れ目なく一体的に提供される体制を構築す

る必要があります。 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 
地域の医療・介護サ

ービス資源の把握 

地域の医療機関、介護事業所等の情報を把握するとともに、地域の

医療・介護関係者と情報を共有し、活用に努めます。 

在宅医療・介護連携

の課題の抽出と対応

策の検討 

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を直鞍２市２町が開催

し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、対応策等の検

討を行っていきます。 

切れ目のない在宅医 

療と介護提供体制の 

構築推進 

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、夜間・休日、容態急変

時の対応等、切れ目なく在宅医療と在宅介護が一体的に提供され

る体制の構築を推進します。 

在宅医療・介護関係 

者の情報共有の支援 

研修会などを通じて地域の医療・介護関係者間の連携がとりやすい

体制づくりを支援します。 

在宅医療・介護連携

に関する相談支援 

地域包括支援センターが在宅医療・介護に係る専門職の相談窓口

となり相談支援を実施しています。また、口腔に関して直方歯科医

師会の協力により専門職の相談支援を行っています。 

医療・介護関係者の 

研修 

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグ

ループワーク等の研修を行います。 

地域住民への普及・

啓発 

地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進するため、在宅医療

や介護に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等に取り

組んでいます。 

在宅医療・介護連携

に関する関係市区町

村の連携 

直鞍２市２町が協力して、広域連携が必要な事項について協議して

います。 
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（２）地域包括支援センターの機能強化  
 
【現状と課題】 

本市では、直営で地域包括支援センターを設置し、そのブランチとして身近な地域で初期的

な相談に対応する在宅介護支援センターを日常生活圏域ごとに４ヶ所設置しています。 

今後も引き続き関係機関との協議、連携を図りながら、地域包括支援センターとしての役割

が十分に発揮できるよう機能強化に努めるとともに、その在り方についても検討していきます。 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

総合相談支援事業 

高齢者の相談の窓口として、地域の関係機関との連携をとりなが

ら、地域包括支援センターの相談体制を引き続き維持していきま

す。 

権利擁護事業 
高齢者の虐待や消費者被害防止、成年後見制度の利用支援等、高

齢者の権利擁護対策を実施していきます。 

包括的・継続的マネ

ジメント支援事業 

高齢者が住み慣れた地域で、健康寿命を延ばしながら過ごすことが

できるケアマネジメントを実施します。 

介護予防ケアマネジ

メントの実施 

リハビリ専門職の適切な関与により、地域資源を活用した生活機能

の向上を目指し、高齢者が生きがいを持って生活できるよう支援を

実施していきます。 

在宅医療・介護連携

の推進 

直方鞍手医師会・直方歯科医師会との連携のもと、在宅医療・介護

の一体的な提供体制の構築に努めます。 

認知症施策の推進 

認知症の早期診断・早期対応等により、認知症になっても住み慣れ

た地域で暮らし続けられる支援体制づくりや、認知症施策推進大綱

等を踏まえた各種施策を推進していきます。 

地域ケア会議の推進 

薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科

衛生士、訪問看護師、精神保健福祉士等を助言者として、様々な専

門的見地から個別事例の自立支援について検討しています。また、

評価の実施や地域課題が解決できる仕組みを考えていきます。 

生活支援サービスの

体制整備 

高齢者のニーズとボランティア等の地域資源とのマッチングにより、

多様な主体による生活支援の充実に努めます。 

ケアマネジャーの資

質向上 

さらに、在宅サービス利用者の最も身近な相談者となっているケア

マネジャーの資質向上のため、ケアマネジャーの職能団体等ととも

に研修内容や方法等を検討していき、研修事業等への助成を行っ

ていきます。 
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（３）高齢者福祉サービスの充実 
 
【現状と課題】 

高齢者が安心して可能な限り住み慣れた地域や家庭で自立した生活が継続できるよう、介

護保険サービスに加えて、高齢者やその家族の多様なニーズに対応した各種の高齢者福祉サ

ービスを提供していく必要があります。 

介護サービスと高齢者福祉サービスを効果的に組み合わせつつ、負担と供給のバランスを

図りながら各種事業の展開を図っていく必要があります。 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 
生活管理指導短期宿

泊サービス（ショート

ステイ） 

生活習慣等の指導や体調調整を要する高齢者に施設にて短期間で

サービスを提供する事業です。また、一時的に家族の援護が困難に

なった場合も利用可能です。 

緊急通報装置貸与事

業 
一人暮らしの高齢者へ緊急通報装置を貸し出します。 

配食サービス 
栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否の

確認を行います。 

高齢者すみよか事業 

介護保険の住宅改修を限度額まで利用し、なおも住宅改修を要す

る場合において助成する事業です。今後も継続して高齢者に適した

住環境づくりを支援していきます。 

  



81 

 

（４）高齢者の虐待防止と権利擁護に関する取組の推進  
 
【現状と課題】 

高齢者に対する虐待を防止するためには、身近な相談窓口の設置や見守りの体制を整備す

る等、高齢者やその家族を支える仕組みを構築する必要があります。また、介護サービス事業

所等で発生する虐待については、介護従事者に対する研修やストレス対策等を実施する等、

虐待を起こさせない環境づくりに取り組む必要があります。万が一、虐待が起きてしまった場

合も、早期発見でき、適切な対応が取れるような体制を整備しておくことも重要です。 

また、加齢に伴う判断能力の低下や認知症等により、適切な判断ができない高齢者が地域

の中で安心して生活を送るためには、高齢者の権利を擁護し、自立した生活を支えていくため

の取組が必要です。 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

普及・啓発 

高齢者の権利擁護のための相談窓口について、様々な機会を活用

して市民へ周知し、権利侵害に対する早期発見・早期対応ができる

ようにします。 

高齢者虐待の防止 

虐待の予防や再発防止につなげるため、本人及び擁護者等に対す

る相談機能の強化・支援体制の充実を図ります。 

また、介護従事者による虐待の対応として、関係法令等について周

知し、事業所が介護従事者等への研修やストレス対策を適切に実

施できるように支援を行います。 

成年後見制度の普及・

啓発および利用促進 

窓口における相談やホームページ、パンフレット等を通じて、成年後

見制度の普及・啓発を行っており、具体的な相談に対しては、市の

弁護士職員及び司法書士窓口委員等と連携して対応にあたってい

ます。 今後は、成年後見制度利用促進基本計画の策定に向けた体

制整備に関し、関係機関と連携し、現状や課題の把握に努めます。 

防犯・消費者被害防

止のための取組 

警察署や直鞍広域消費者生活センター等と連携し、民生委員・児童

委員や各介護サービス事業所などの関係機関への情報提供を行

い、被害防止及び解消に努めます。 
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（５）高齢者が安心して住み続けられる住まいの充実 
 
【現状と課題】 

高齢者が住み慣れた地域で暮らしを続けるためには、生活の基盤である「住まい」が安定的

に確保されている必要があります。 

市の住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつつ、住宅改修の支援や適切なサービス等の

提供体制を図っていくことが大切です。また、高齢者人口や人口構成の変化に伴うニーズの多

様化に対応するため、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等も含めて、本市の今

後を見据えた高齢者の住まいの充実が図られてきております。 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

養護老人ホームの適

切な利用促進 

経済的・環境的な理由により、自宅での日常生活が困難な高齢者

が対象の施設サービスである養護老人ホームについては、市内の

事業所と連携しながら情報の提供や相談支援を行い、適切な利用

を促進していきます。 

住みよか事業 

 （再掲） 

介護保険の住宅改修を限度額まで利用し、なおも住宅改修を要す

る場合において助成する事業です。今後も継続して高齢者に適した

住環境づくりを支援していきます。 

 

 

（６）安全・安心なまちづくり 
 
【現状と課題】 

近年、高齢者を狙った犯罪が増加しており、地域全体で防犯対策の充実を図ることが大切

です。本市では、消費者を取りまく厳しい環境に対応するため、消費生活相談の窓口を市役所

内に設置しています。また、悪質商法等の消費者被害を防ぐために相談員が出張講座を行な

っています。市民が抱える様々な悩みや不安を的確に把握するとともに、問題解決に向けた相

談体制の充実が求められています。 

記憶に新しい熊本地震や集中豪雨、大型台風などにより、九州各地で甚大な被害が出てお

り、市民の中でも災害に対する意識が高まっています。防災対策としては、自主防災組織の設

立や情報伝達のための環境づくりなど、必要な基盤整備を図るとともに、市民一人ひとりの災

害に対する意識、知識の向上や、関係機関と地域住民との連携による高齢者への緊急時の対 
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応、救援体制づくりについて、「直方市地域防災計画」との整合の下に、充実を図る必要があり

ます。 

世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルスは、計画策定時点で感染拡大の収束が見

通せない状態が続いています。全国でステイホームやソーシャルディスタンスの意識が浸透し

ており、本市においても感染拡大防止は重要な課題となっています。 

 

【主な取組】 

主な取組 取組の内容 

直方市地域防災計画

との連携 

地域において災害発生時に速やかな避難・救護活動が行えるよう、

直方市地域防災計画との調和に配慮しつつ要援護者支援制度の普

及、防災訓練の実施など、関係部署と連携しながら、防災対策の支

援に取り組みます。 

避難・救護体制の強化 
自主防災組織や自治会、民生委員などとの支援のもと、避難・救護

体制の強化を図ります。 

直方市新型インフルエ

ンザ対策行動計画と

の調和 

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、直方市新型インフルエ

ンザ対策行動計画との調和に配慮しつつ感染症に備えた取組を検

討します。 
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第５章 第８期直方市介護保険事業計画 

１．被保険者数及び要支援・要介護認定者数の推計 

（１）将来人口の推計 

第８期計画期間中及び２０２５年度、２０４０年度の被保険者数の見込みは、以下の通りです。 
 

 
※住民基本台帳より、コーホート変化率法を用いて推計 

（２）要介護認定者数の推計 

第８期計画期間中及び２０２５年度、２０４０年度の要支援・要介護認定者の見込みは、以下の

通りです。 
 

 
※地域包括ケア「見える化」システムを基に推計 
※第２号被保険者を含む 
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２．サービス体系 

サービス基盤計画を踏まえ、本市では以下に挙げる介護保険サービスを提供します。 

 

① 介護サービス 

区  分 

居宅介護サービス ①訪問介護 

②訪問入浴介護 

③訪問看護 

④訪問リハビリテーション 

⑤居宅療養管理指導 

⑥通所介護 

⑦通所リハビリテーション 

⑧短期入所生活介護 

⑨短期入所療養介護（老健/病院等/介護医療院） 

⑩特定施設入居者生活介護 

⑪福祉用具貸与 

⑫特定福祉用具販売 

⑬住宅改修 

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認知症対応型通所介護 

④小規模多機能型居宅介護 

⑤認知症対応型共同生活介護 

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑧看護小規模多機能型居宅介護 

⑨地域密着型通所介護 

居宅介護支援 

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 

③介護療養型医療施設 

④介護医療院 
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② 介護予防サービス 

区 分 

居宅介護予防サービス ①介護予防訪問入浴介護 

②介護予防訪問看護 

③介護予防訪問リハビリテーション 

④介護予防居宅療養管理指導 

⑤介護予防通所リハビリテーション 

⑥介護予防短期入所生活介護 

⑦介護予防短期入所療養介護 

⑧介護予防特定施設入居者生活介護 

⑨介護予防福祉用具貸与 

⑩特定介護予防福祉用具販売 

⑪介護予防住宅改修 

地域密着型介護予防サービ

ス 

①介護予防認知症対応型通所介護 

②介護予防小規模多機能型居宅介護 

③介護予防認知症対応型共同生活介護 

④介護予防地域密着型通所介護 

介護予防支援 
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３．介護保険給付費対象サービスの見込み 

（１）居宅サービス 

 
※回（日）数は１月当たりの利用回（日）数、人数は１月当たりの利用者数を表す（以下同様）。 
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（２）地域密着型サービス 
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（３）施設サービス 

 

【介護療養型医療施設の廃止に伴う移行先の確保】 

令和５年度末に廃止が決まっている介護療養型医療施設は、転換に伴い既存入所者

が適切な介護を受けられなくなることがないようにするため、転換施設について本市が協

力して対応することが必要です。転換施設として、既存入所者を受け入れ、医療介護高齢

者福祉の連携が可能な施設を整備する場合においては、介護療養型医療施設の転換支

援策として取扱い、本市の都市計画マスタープランに基づく立地支援とともに、介護保険

事業計画に基づく施設整備計画により支援を行います。 

 

（４）居宅介護支援 
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（５）介護予防サービス 
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（６）地域密着型介護予防サービス 

 

 

（７）介護予防支援 
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４．第８期保険料の算定 

（１）標準給付費及び地域支援事業費見込みの算定 

各サービスの給付費を基に、標準給付費、地域支援事業費（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）の見込み及び保険料収納必要額を算定しました。 

 

① 標準給付費 

 
 

② 地域支援事業費 

 
 

③ 第１号被保険者保険料の算定 

第８期介護保険事業計画期間中の介護保険サービス事業量を見込み、各種諸費用、

保険料収納率、所得段階別被保険者数の見込み等を踏まえ、介護保険料標準月額を算

定します。 
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（千円） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

標準給付費（Ａ） 6,230,273 6,466,397 6,632,308 19,328,978 

 

介護（予防）給付費 5,918,827 6,160,184 6,321,726 18,400,737  

特定入所者介護サービス費等給付

 

167,764 160,817 163,112 491,693  

高額介護サービス費等給付額 122,413 123,748 125,513 371,675  

高額医療合算介護サービス費等給付額 17,510 17,822 18,076 53,408  

算定対象審査支払手数料 3,759 3,826 3,880 11,465  

地域支援事業費（Ｂ） 343,020 354,504 354,272 1,051,796 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 233,939 240,159 239,675 713,773  

 包括的支援事業及び任意事業費 74,338 74,526 74,744 223,608  

 包括的支援事業（社会保障充実分） 34,743 39,819 39,853 114,415  

合 計（Ａ+Ｂ） 6,573,293 6,820,901 6,986,580 20,380,774 

 

 

 

 

 第１号被保険者負担分相当額 4,687,578 千円 

＋） 調整交付金※19 相当額（標準給付費の 5.00％） 1,002,138 千円 
－） 調整交付金見込額（３年間合計） 1,417,629 千円 
－） 準備基金※20 取崩額 300,000 千円 
－） 財政安定化基金取崩額 0 千円 

 
  保険料収納必要額 3,972,087 千円 

 

÷） 予定保険料収納率 99.00 ％ 
÷） 所得段階別加入割合補正後被保険者数※21 52,950 人 
÷） 12 か月   

 
  標準月額保険見込料 6,314 円 

 
※19 市町村ごと高齢者中の後期高齢者の割合と高齢者の所得状況の格差による介護保険財政の調整を

行うため、全国ベースで給付費の５％相当分を交付するもの。 

※20 第７期計画期間中までに徴収した介護保険料のうち、余剰分を積み立てておく基金。 

※21 所得段階に応じて保険料が異なることから、保険料が不足しないよう所得段階ごとに人数と保険

料率を乗じた数の合計を被保険者数とし、介護保険料の基準額を算定する。 

  

標準給付費＋地域支援事業費合計見込額（令和３年度～令和５年度） 

第１号被保険者負担分相当額（令和３年度～令和５年度） 

23.0％ 
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（２）第１号被保険者の負担割合 

事業費用の大部分を占める介護サービス給付費については、利用者負担（１割～３割）を除

いた給付費の半分を公費でまかない、残りの半分を被保険者から徴収する保険料を財源とし

ています。保険料については、第１号被保険者と第２号被保険者の平均的な１人あたりの負担

がほぼ同じ水準になるよう負担割合が定められています。 

 

① 標準給付費の負担割合 

第１号被保険者の負担は、介護給付費の２３.０％が標準的な負担となり、第２号被保険

者は２７.０％で、介護保険費用の半分を被保険者が負担する仕組みとなっています。国が

負担する部分の居宅給付費の２５.０％と施設等給付費の２０.０％について、それぞれ５.

０％に当たる額は、市町村間の財政力格差を調整するための調整交付金として交付され

ます。調整交付金の割合は標準的には５.０％ですが、各市町村の後期高齢者の割合や第

１号被保険者の所得水準に応じて５.０％を上下します。その結果、第１号被保険者の負担

割合も変わることになります。 

 
  

 
 【標準給付費】  

（居宅等給付費） （施設等給付費） 
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② 地域支援事業費の負担割合 

地域支援事業費については、実施する事業によって費用の負担割合が異なり、介護予

防・日常生活支援総合事業の費用については、標準給付費の負担割合と同じですが、包

括的支援事業、任意事業の費用については、第１号被保険者の保険料と公費によって財

源が賄われています。 

 
  

 
 【地域支援事業費】  

（介護予防・日常生活支援総合事業） （包括的支援事業費・任意事業費） 
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（３）介護保険料と保険料段階 

介護保険料の設定にあたっては、被保険者の負担能力に応じたより細かい段階の設定が可

能となっています。本市における第８期計画における保険料の段階設定については、以下のよ

うに所得段階別の保険料を設定します。 

 

所得段階 対象者 
基準額に 

対する割合 
保険料年額 

第１段階 
生活保護受給者あるいは老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 

世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入と合計所得金額(年金にかかる

所得は除く)の合計が８０万円以下の人 

0.30 
（0.50） 

22,730 
（37,884） 

第２段階 世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入と合計所得金額(年金

にかかる所得は除く)の合計が８０万円を超え１２０万円以下の人 

0.50 
（0.70） 

37,884 
（53,037） 

第３段階 世帯全員が市民税非課税の人のうち第１段階、第２段階に該当しない人 
0.70 

（0.75） 
53,037 

（56,826） 

第４段階 市民税課税世帯で、本人が市民税非課税の人のうち、課税年金収入と合

計所得金額(年金にかかる所得は除く)の合計が８０万円以下の人 
0.90 68,191 

第５段階 
（基準額） 

市民税課税世帯で、本人が市民税非課税の人のうち、第４段階に該当し

ない人 
1.00 75,768 

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円未満の人 1.20 90,921 

第７段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の人 1.30 98,498 

第８段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の人 1.50 113,652 

第９段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が３２０万円以上４００万円未満の人 1.70 128,805 

第１０段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が４００万円以上５００万円未満の人 1.80 136,382 

第１１段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が５００万円以上６００万円未満の人 1.90 143,959 

第１２段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が６００万円以上７００万円未満の人 2.00 151,536 

第１３段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が７００万円以上８００万円未満の人 2.10 159,112 

第１４段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が８００万円以上９００万円未満の人 2.20 166,689 

第１５段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が９００万円以上の人 2.30 174,266 

※第 1 段階から第 3 段階の（ ）は、公費負担導入による軽減措置を行う前の割合及び金額になります。 
※実際に納付していただく額は、10 円未満を切り捨てた額です。 

※第 8 期計画期間（令和 3～5 年度）の特例として、合計所得金額に給与所得または公的年金所得がある場合は、合計した
所得金額より 10 万円を控除した金額で算定します。  
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５．介護給付の適正化に向けた取組の推進 

（１）要介護認定の適正化 

要介護認定の変更認定または更新認定に係る認定調査の内容について市の職員等が訪問

または書面等の審査を通じて点検することにより、適切かつ公平な要介護認定の確保を図りま

す。 

 

（２）ケアプランの点検 

ケアマネジメントの適正化を図るため、ケアプランチェックを継続して実施し、不適切なプラン

について指導を行うとともに、適切なプラン作成を支援することで、給付の適正化を図ります。

また、今後は福岡県国民健康保険団体連合会から送信される帳票から点検するケアプランを

検討し、毎月３件程度の点検及び事業者へのヒアリング等を行い、適正化に努めていきます。 

 

（３）医療情報突合・縦覧点検 

医療情報との突合は、医療担当部署とのさらなる連携体制の構築を図りつつ、受給者の後

期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供

されたサービスの整合性の点検を行い、医療と介護の重複請求の排除等を図ります。 

縦覧点検は、受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（明細書内容）を確認し、

提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行い、請求内容の誤り等を、早

期に発見して適切な処置を行います。 

これらは２０１５年度から福岡県国民健康保険団体連合会に点検委託を行っているため、当

該団体の事業を基本とし、継続していきます。 

 

（４）住宅改修等の点検 

住宅改修の点検は、市が改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事見積書の点

検、竣工時の訪問調査等を行って施行状況を点検することにより、受給者の状態にそぐわない

不適切または不要な住宅改修の排除を図ります。 

福祉用具購入調査は、市が福祉用具利用者等に対し、当該商品カタログを参考にしながら

見積書の点検や訪問調査等を行って、福祉用具の必要性や利用状況等について点検すること

により、不適切または不要な福祉用具購入を排除し、受給者の身体の状態に応じて必要な福
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祉用具の利用を進めます。 

今後も、住宅改修・福祉用具購入等に対し、すべての支給申請に対し、事前書面にて確認し、

内容に疑義が生じる場合については、事業者またはケアマネジャーへの確認や現地確認を実

施し、支給の適正化に努めます。 

 

（５）介護給付費通知 

市から受給者本人（家族を含む）に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の年間

の給付状況等について通知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と

提供を普及啓発するとともに、自ら受けているサービスを改めて確認するとともに、サービス事

業者に対する不正請求の抑制を図ります。 

 

（６）介護サービス事業者等への適正化支援事業 

介護保険給付の適正化のため、介護保険制度の要であるケアマネジャーの活動を支援し、

質の向上を図ります。ケアマネジャーの職能団体等を通じて、介護保険制度の周知を行うとと

もに、研修会や学習会等を開催し、利用者が介護保険サービスを過不足なく適正に利用でき

るよう、指導を強化していきます。 

また、ケアマネジャーの職能団体等と連携し、事業者間での情報交換や情報共有の促進を

図るとともに、地域包括支援センターの包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を強化し、地

域のケアマネジャーとの連携や後方支援に努めます。 
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６．有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る 
都道府県・市町村間の情報連携の強化 

 
有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅整備に当たっては、各施設の設置状況

を勘案した上で、福岡県、他市町村及び本市の関係部署との連携に努めます。 

 
 

７．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効 
率化・質の向上に資する事業 

 

（１）介護人材確保への取組 

今後、後期高齢者の増加による介護保険サービス需要の増大と、生産年齢の減少が予想さ

れていることから、介護保険サービスの担い手となる人材の確保は厳しい状況が続くことが見

込まれます。 

介護人材確保策を進めるため、今後も介護保険制度や介護の技術の周知を行うことで、福

祉・介護サービスの仕事が魅力ある職業として認知されるよう努めます。 

また、福岡県の介護保険事業支援計画や医療計画の動向に合わせた、資質向上のための

勉強会や研修機会の提供、資格取得への支援などを、県及び他市町村と連携を取りながら検

討していきます。 

 

（２）介護ロボットやＩＣＴ機器の活用 

介護の現場で働く職員が長く働き続けることができるよう、介護現場の革新及び生産性の

向上を図り、本来業務に注力できる環境づくりを支援します。介護の質を維持しながら、介護

職員の身体的・精神的負担を軽減し、効率的な業務運営ができるよう、国や県と連携しながら

介護ロボットやＩＣＴ機器の活用を推進します。 

また、業務効率化を進めるためには、介護分野の文書に係る負担を軽減することが必要で

あることから、国が示す方針に基づき、手続の簡素化や様式例の標準化を進めていきます。 
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第６章 計画の推進 

１．計画の進行管理 

介護保険事業に関しては、制度の円滑な運営を図ることはもとより、本計画に基づいて第１

号被保険者の保険料が定められることから、計画の達成状況を点検・評価することは保険者

の重要な責務であり、教育、地域づくり等他の分野の関連施策との連携のもと、計画を着実に

実行していく必要があります。 

計画の進行管理については「直方市高齢者保健福祉協議会」に年度ごとに計画の進捗状況

を報告し、点検・評価を実施します。また、地域包括支援センターや地域密着型サービスにつ

いても、同協議会において、事業の実施状況等について適宜、点検・評価を行い、課題の把握

や分析、今後の対応の検討等を行うことで、本計画の実施状況の把握と進行管理を実施しま

す。 

 
 

２．事業計画達成状況の点検方法 

本計画を着実に推進していくため、計画期間を通して進捗の報告及び評価を実施します。ま

た、計画全体の成果について目標指標に基づき点検・評価を行い、結果に基づく施策の改善

等につなげていきます。 
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資料編 

１．直方市高齢者保健福祉協議会委員名簿 
 団体・役職名 氏 名 

１ 会 長 学識経験者 鬼﨑 信好 

２ 副会長 直方鞍手医師会 菅原 啓介 

３ 副会長 直方歯科医師会 河野 直博 

４ 

委 員 

直方鞍手薬剤師会 阿部 雅光 

５ 直方市自治区公民館連合会 田代 英次 

６ 直方市社会福祉協議会 駒山 博人 

７ 在宅介護支援センター 加留部 亮 

８ 介護老人保健施設 中村 重泰 

９ 直方市民生委員児童委員協議会 山口 毬 

１０ くらじ介護支援専門員協議会 財部 三枝子 

１１ 公募市民 吉田 満留 

※敬称略 
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２．直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定の経緯 
実施日 内容 

令和元年１０月１日～ 

令和２年３月３１日 
在宅介護実態調査の実施 

令和２年１月１5 日～ 

令和２年１月３１日 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

令和２年７月３０日（木） 第１回 直方市高齢者保健福祉協議会 

令和２年９月２４日（木） 第２回 直方市高齢者保健福祉協議会 

令和２年１０月２２日（木） 第３回 直方市高齢者保健福祉協議会 

令和２年１１月２０日（金） 第４回 直方市高齢者保健福祉協議会 

令和２年１２月２４日（木） 第５回 直方市高齢者保健福祉協議会 

令和３年１月４日～ 

令和３年２月３日 
パブリックコメントの実施 

令和３年１月 26 日～ 

令和３年２月３日 
第６回 直方市高齢者保健福祉協議会（※書面開催） 
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３．直方市高齢者保健福祉協議会設置 規則 

（平成２９年２月９日規則第９号） 

 

（目的） 

第１条 この規則は、直方市附属機関設置条例（平

成２８年直方市条例第３０号）第４条の規定に基

づき、直方市高齢者保健福祉協議会（以下「協議

会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事

項を定めることを目的とする。 

（担任事務） 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じて次の掲げる

事項について審議し、市長に答申する。 

(１) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の８の規定に基づく「市町村老人福

祉計画」及び介護保険法（平成９年法律第１２

３号）第１１７条第１項の規定に基づく「市町

村介護保険事業計画」に関する次に掲げる事

項に関し、必要と認められる事項を協議し、市

長に報告すること。 

ア 「市町村老人福祉計画」及び「市町村介護

保険事業計画」の策定に関する事項 

イ 「市町村老人福祉計画」及び「市町村介護

保険事業計画」の実施及び推進に関する事

項 

ウ その他「市町村老人福祉計画」及び「市町

村介護保険事業計画」の見直しに関し必要

な事項 

(２) 介護保険法第４２条の２第５項、第５４条

の２第５項、第７８条の２第７項、第７８条の

４第６項、第１１５条の１２第５項、第１１５

条の１４第６項及び第１１５条の２２第４項

の規定に基づく次に掲げる事項に関し、必要

と認められる事項を協議し、市長に報告する

こと。 

ア 地域密着型サービス事業者の指定に関す

る事項 

イ 地域密着型サービス事業者の指定基準及

び介護報酬の設定に関する事項 

ウ 地域密着型サービスの質の確保及び運営

評価等に関する事項 

(３) 介護保険法第１１５条の４６に規定する

地域包括支援センター（以下「センター」とい

う。）に係る介護保険法施行規則（平成１１年

厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号

ロ(２)に規定する地域包括支援センター運営

協議会として、協議会は、次に掲げる事項に関

し、必要と認められる事項を協議し、市長に報

告する。 

ア センターの設置等に関する次に掲げる事

項の承認に関すること。 

(ア) センターの担当する圏域の設定に関

する事項 

(イ) センターの設置、変更及び廃止並び

にセンターの業務の法人への委託又はセ

ンターの業務を委託された法人の変更に

関する事項 

(ウ) センターの業務を委託された法人に

よる予防給付に係る事業の実施に関する

事項 

(エ) センターが予防給付に係るケアマネ

ジメント業務を委託できる居宅介護支援

事業所の選定に関する事項 

(オ) その他協議会がセンターの公正・中

立性を確保する観点から必要であると判

断した事項 

イ センターの運営に関する次に掲げる報告

及び評価に関すること。 

(ア) センターから報告を受けた、前年度

の事業報告書及び収支決算書、当該年度
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の事業計画書及び収支予算書その他セン

ターの運営に関し協議会が必要と認める

事項 

(イ) 定期的又は協議会が必要と認めたと

きに、協議会が必要な基準を作成した上

で行う、事業内容の評価に関する事項 

ウ センターの職員の確保に関すること。 

エ その他地域包括ケアに関すること。 

(４) 地域における医療及び介護の総合的な確

保の促進に関する法律（平成元年法律第６４

号）第５条第４項の規定に基づき医療及び介

護の総合的な確保のための事業の実施に関す

る計画の策定又は変更に関して、必要と認め

られる事項を協議し、市長に報告すること。 

（組織） 

第３条 協議会の委員は、別表に掲げる者のうちか

ら市長が委嘱する。 

２ 協議会に会長及び副会長を置く。 

３ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

（任期） 

第４条 協議会の委員の任期は、３年とし、再任を

妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

き又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集

する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開く

ことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否

同数のときは、会長の決するところによる。 

５ 協議会は、必要と認めるときは、会議に委員以

外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。 

（会議録） 

第７条 会長は、要領筆記によって記載した会議録

を作成し、保管させるものとする。 

（守秘義務） 

第８条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏

らしてはいけない。また、その職務を退いた後も

同様とする。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、高齢者福祉担当課におい

て処理する。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、協議会の

運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

社会福祉に関する知識経験を有する学識経験者  

保健医療関係者 

福祉関係者 

公募による介護保険被保険者代表 
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４．介護保険サービスの内容 
区分及びサービス サービス内容 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 

訪問介護員（ホームヘルパー）などが家庭を訪問して、食事・入

浴・排せつなどの身体介護、調理・洗濯・掃除などの日常生活上

の援助をします。 

訪問入浴介護／ 

介護予防訪問入浴介護 

介護職員と看護職員が移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴

の介助をします。 

訪問看護／ 

介護予防訪問看護 

疾患などを抱えている人へ、訪問看護ステーションや病院・診

療所の看護師などが、家庭を訪問して、療養上の世話や必要な

診療の補助を行います。 

訪問リハビリテーション／ 

介護予防訪問リハビリテーション 

病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士・作業療

法士・言語聴覚士が家庭を訪問して理学療法・作業療法などの

リハビリテーションを行います。 

居宅療養管理指導／ 

介護予防居宅療養管理指導 

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが通院困難な利用者

に対し、心身の状況と環境などを把握し、療養上の管理や指導

をします。 

通所介護 
デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴・排せつなどの日

常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。 

通所リハビリテーション／ 

介護予防通所リハビリテーショ

ン 

介護老人保健施設や病院・診療所に通い、食事・入浴・排せつ

などの介護や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日

帰りで行います。 

短期入所生活介護／ 

介護予防短期入所生活介護 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間入所し

ている人へ、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 

短期入所療養介護／ 

介護予防短期入所療養介護 

介護老人保健施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や

機能訓練などを行います。 

福祉用具貸与／ 

介護予防福祉用具貸与 

日常生活の自立を助けるための福祉用具の選定の援助・取り

付け・調整を行い、貸与します。 

特定福祉用具販売／ 

特定介護予防福祉用具購入費 

福祉用具のうち、入浴や排せつに用いる貸与になじまない性質

の特定福祉用具の購入費を支給します。 

住宅改修／介護予防住宅改修 
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに、

改修費を支給します。 

特定施設入居者生活介護／介護

予防特定施設入居者生活介護 

介護付有料老人ホームなどに入居している人へ、日常生活の

世話、機能訓練などを行います。 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

重度者をはじめとした要介護認定者の在宅生活を支えるため、

日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により家庭を

訪問し、食事・入浴・排せつなどの介護や、日常生活上の緊急

時の対応を行います。 

夜間対応型訪問介護 

夜間に定期的な巡回または通報により、介護福祉士などが利用

者の家庭を訪問し、食事・入浴・排せつなどの介護や日常生活

上の支援、緊急時の対応などを行います。 

地域密着型通所介護 

定員が１８人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴・排

せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで行い

ます。 

認知症対応型通所介護／介護予

防認知症対応型通所介護 

認知症の人へ、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練など

を日帰りで行います。 

小規模多機能型居宅介護 

施設への通いを中心として、利用者の選択に応じて、家庭への

訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能な支援を行いま

す。 
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区分及びサービス サービス内容 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

認知症対応型共同生活介護／ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症の人が共同生活する住居で、家庭的な環境と地域住民

との交流のもと、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練など

を行います。 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員が２９人以下の介護付有料老人ホームで、食事・入浴・排

せつなどの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行いま

す。 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

定員が２９人以下の小規模な介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム）で、介護や日常生活上の世話、機能訓練などを行い

ます。 

看護小規模多機能型居宅介護／ 

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と訪問看護を組み合わせることで、

通所訪問短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアを提供しま

す。 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所している要介

護認定者に対し、施設サービス計画に基づいて、食事・入浴・排

せつなどの介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練、健康

管理および療養上の世話を行います。 

介護老人保健施設 

介護老人保健施設に入所している要介護認定者に対し、施設

サービス計画に基づいて、看護、医学的管理のもと、介護、機能

訓練、その他必要な医療および日常生活上の支援を行います。 

介護医療院 
日常的な医学管理や看取り・ターミナル等の機能と生活施設と

しての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設です。 

介護療養型医療施設 

主に医療法人が運営する医療施設で、特養や老人保健施設よ

りも重い要介護者などを受け入れています。令和５年度末に廃

止が決まっています。 

居宅介護支援／介護予防支援 

居宅サービス・地域密着型サービスなどを適切に利用できるよ

うに、ケアマネジャーが利用者や家族の相談に応じアドバイスを

行い、ケアプラン（介護サービス計画）を作成します。 
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５．用語集 
用語 説明 

あ 行 

ADL 

（日常生活動作） 

ADL(Activities of Daily Living)の略。食事や着替え、移動、排

泄、整容、入浴等の生活を営む上で不可欠な基本的行動のこと。 

IADL 

（手段的日常生活動作） 

ＩＡＤＬ（Instrumental Activities of Daily Living）とは、「手段的

日常生活動作」とも言われ、電話の使い方、買い物、家事、移動、外出、

服薬の管理、金銭の管理など、日常生活動作ではとらえられない高次の

生活機能の水準を測定するもの。 

ICT 

ICT（Informationand Communication Technology）とは、情

報通信技術を活用したコミュニケーションのこと。また、インターネットの

ような通信技術を利用した産業やサービスなどの総称。 

IOT 

IOT（Internet of Things）とは、コンピュータなどの情報・通信機器

だけでなく、世の中に存在する様々な物体に通信機能を持たせ、インタ

ーネットに接続するなど相互に通信することにより、自動認識や自動制

御、遠隔計測などを行うこと。 

うつ傾向 

気分が落ち込んだり、ふさぎ込みがちな状態が続いたりしていること。こ

こでは、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」にて、ここ１か月間、「気

分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがあった」、「どうして

も物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよく

あった」のどちらにも該当した人をうつ傾向ありとしている。 

運動器 

身体を動かすために働く組織を指し、筋肉や骨、関節だけではなく、脳、

脊髄、末梢神経、軟骨、椎間板等の体を支えたり動かしたりする組織、

器官の総称。運動器の障がいは要支援・要介護状態となる大きな要因

の１つとなる。 

NPO 

NPO（Non-Profit Organization）とは、の略であり、様々な社会貢

献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない

団体の総称。NPO 法人（特定非営利活動法人）とは特定非営利活動促

進法に基づき、法人格を取得した団体のこと。 

か 行 

介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

原則として保健医療福祉分野の実務経験（医師、看護師、社会福祉士、

介護福祉士等）が５年以上あり、介護支援専門員実務研修受講試験に

合格し、介護支援専門員実務研修の過程を修了した者。要介護者や要

支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス（訪問介

護、デイサービスなど）を受けられるようにケアプラン（介護サービス等の

提供についての計画）の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連

絡調整を行う。 
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用語 説明 

介護保険サービス 

要介護・支援状態にある６５歳以上の高齢者と、４０～６４歳までの特定

疾病の患者が、介護保険料と国・自治体からの財源によって、一定の自

己負担で受けられる介護サービス。 

介護保険法 
要介護者等について、介護保険制度を設け、保険給付等に関して必要な事

項を定めることを目的とする法律。 

介護ロボット 

情報を感知し、判断し、動作することができる技術を持った、知能化した

機械システムのうち、利用者の自立支援や介護者の負担の軽減に役立

つ介護機器のこと。 

介護予防ケアプラン 
要介護認定で要支援１・２の判定を受けた人に対し、介護予防と自立支

援を目的とした予防サービス等を利用するために作成する計画。 

介護予防ケアマネジメント 

介護予防の目的である、高齢者が要介護状態になることを可能な限り

遅らせる又は防ぐこと、要支援・要介護状態になってもその状態からの

悪化を可能な限り防ぐことを目的として支援するもの。 

キャラバンメイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、

地域や学校、企業などで認知症に対する正しい知識と具体的な対応方

法を市民に伝えるための講師役を務める人。キャラバンメイトになるため

には「認知症キャラバンメイト養成研修」を受講し登録する必要がある。 

軽費老人ホーム 

家庭環境や住宅事情、経済的理由などにより居宅で生活することが困

難な高齢者を入所させ、無料または低料金で食事の提供等の生活に必

要なものを提供する施設。 

健康寿命 健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のこと。 

言語聴覚士 

言語や聴覚、音声、呼吸、認知、発達、摂食・嚥下に関わる障がいに対し

て、その発現メカニズムを明らかにし、検査と評価を実施し、必要に応じ

て訓練や指導、支援などを行う専門職のこと。 

権利擁護 

認知症や知的障がい、精神障がいなどを持つ高齢者や障がい者が有す

る人間としての権利を守るため、その擁護者や代弁者が支援すること。

成年後見制度はそのひとつ。 

口腔機能 

咀嚼、嚥下、発音等の口腔の機能のこと。ここでは、「介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査」にて、「半年前に浮比べて固いものが食べにくくなっ

た」、「お茶や汁物でむせることがある」、「口の渇きが気になる」の３つの

設問のうち、２つに該当した場合に口腔機能の低下リスクありと判定す

る。 

さ 行 

サービス付高齢者向け住

宅 

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等

を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住

宅。 
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用語 説明 

在宅医療 
体の機能が低下し、通院が困難な場合に自宅に医師等が訪問して行う

医療行為のこと。 

在宅介護 介護が必要な人に対し、自宅で介護士または家族が介護を行うこと。 

在宅介護支援センター 

在宅介護支援センターは、直方市から委託を受けた公的な相談窓口の

ことで、地域の身近な相談窓口として、介護保険やその他の保健・福祉

サービスなどについて専門の相談員が相談を受け付ける。本市では、市

内の４つの圏域に各１箇所設置している。 

作業療法士 
食事や入浴、家事、排せつ等の日常生活上の活動（作業）に必要な能力

を維持・改善させるための訓練等を行う専門職。 

社会福祉士 

「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携

わる専門職。専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障

がいのある者や環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者

の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行い、サービス提供等に関わ

る関係者との連携及び調整その他の援助を行う。 

若年性認知症 ６５歳未満で発症した認知症のこと。 

終活 

死と向き合い、最後まで自分らしい人生を送るための、人生の終わりの

ための活動。生前、意思表示が困難になる前から自身の死後のこと（葬

儀や墓の準備、資産の整理、病気で意思表示が困難になった場合の治

療方針等）を決めておくことで、自分らしい最期を迎えることができるよ

うにすること。 

主観的健康感 医学的な健康状態ではなく、自らの健康状態を主観的に評価する指標。 

主観的幸福感 
現在の生活状況や人間関係、人生全般に対する満足度を主観的に評価

する指標。 

シルバー人材センター 

定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた「臨時的

かつ短期的又はその他の軽易な業務」を提供するとともに、ボランティア

活動をはじめとするさまざまな社会参加を通じて、高年齢者の健康で生

きがいのある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と、活性化に貢献す

ることを目的とした組織。都道府県知事の指定を受け、市区町村単位で

設置されている。 

生活支援コーディネータ

ー 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを

目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構

築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の機

能）を果たす者。 

生活支援体制整備事業 

地域の住民や各種団体、企業の関係者など様々な人々が連携しなが

ら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加

の推進を一体的に図って行くことを目標に、「協議体」や「生活支援コー

ディネーター」の活動により、高齢者を支える地域づくりを進めていく事

業。 
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用語 説明 

精神保健福祉士 
精神保健福祉士は、精神保健福祉士法で位置づけられた、精神障がい

者に対する相談援助などの業務に携わる専門職。 

成年後見制度 

認知症や障がい等により自己決定が困難な人が不利益を被らないため

に、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等を立てて意思決定等を

支援する制度。 

成年後見制度利用促進基

本計画 

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第２３条第１項に基づく、市

町村の成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な

計画のこと。 

総合事業 

「介護予防・日常生活支援総合事業」の略で、市町村が中心となって、地

域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充

実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に

対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。 

た 行 

第１号被保険者 ６５歳以上の人。ここでは、介護保険制度上の第１号被保険者を指す。 

第１層協議体 生活支援体制整備支援事業で設置される、市全域からなる協議体。 

第２号被保険者 
４０歳から６４歳までの人。ここでは、介護保険制度上の第２号被保険者

を指す。 

第２層コーディネーター 

各中学校区に配置された生活支援コーディネーターのこと。地域に出向

き、地域資源の掘り起こしを行っている他、市民の声や困りごとをまと

め、課題解決へ向けた協議等を行う。 

ダブルケア 
同じ世帯で、中学生以下の子育てと親や親族の介護が同時期に発生す

る状態。 

地域共生社会 

社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、高齢者・障がい者・子

育て等の制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超

えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代

や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域

をともに創っていく社会を目指すもの。 

地域支援事業 

要支援・要介護になる可能性のある高齢者を対象に、要支援・要介護状

態になることを防止するためのサービスや、要介護状態になった場合で

も、できるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができる

よう支援するための事業。 

地域包括ケアシステム 

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

生の最期まで続けることができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、

生活支援が一体的に提供されるように整備された地域の体制のこと。 

地域包括支援センター 

地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予

防に関する必要な援助等を行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の

増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中

核的な機関として市町村が設置する機関のこと。 
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用語 説明 

通所型サービス C 

生活に支障のある状態を改善するために、保健・医療の専門職等が実

施する運動機能向上プログラムに週１～２回通いながら、３～６か月間の

短期集中で実施するもの。 

低栄養 

食事量の減少や咀嚼機能の低下等の理由により、栄養状態が低下する

ことで体を動かすために必要なエネルギーや筋肉をつくるタンパク質等

の栄養が不足した状態のこと。ここでは、「介護予防・日常生活圏域ニー

ズ調査」にて BMI（体重÷身長２）が１８.５未満かつ、ここ半年で２～３㎏

の体重減少があった場合に低栄養状態にある高齢者と判定される。 

特定健診 
生活習慣病予防のため、４０～７４歳までの人を対象としたメタボリック

シンドロームに着目した健診。 

土砂災害警戒地区 
がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害の発生する恐れがある区

域。 

な 行 

日常生活圏域 

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サ

ービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘

案して定める地域。本市では、Ⅰ地区（新入・植木校区）、Ⅱ地区（上頓

野・東・感田校区）、Ⅲ地区（南・西・北校区）Ⅳ地区（下境・福地・中泉校

区）の４つの圏域を設定している。 

日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十

分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基

づき、福祉サービスの利用援助等を行うもの。 

２０２５年問題 

いわゆる「団塊の世代」が７５歳を迎える２０２５年に、日本がさらなる「超

高齢社会」に突入することで起きるとされている問題の総称。一般的に

医療や介護ニーズの高い後期高齢者が減少するとともに、生産年齢人

口の減少により労働資源の不足や社会保障負担の増加等、様々な問題

が懸念されている。 

認知症ケアパス 

「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」（平成２４年６月）に掲げ

られた、認知症の人の生活機能障がいの進行に合わせ、いつ、どこで、

どのような医療・介護サービスを受けることができるのかを、認知症の人

やその家族に分かりやすく情報提供するために作成されたもの。 

認知症サポーター 

「認知症サポーター養成講座」を修了し、認知症について、正しい知識 

を持ち、認知症の人への声かけや見守りを通して、住みよいまちづくりを

行っていくボランティアのこと。国が展開している「認知症を守り地域を

つくる」キャンペーンの一環として２００５年度から「認知症サポーター１０

０万人キャラバン」事業が始まり、都道府県、市町村、職域団体等が実施

主体となって認知症サポーター養成講座が開催されている。 

  



112 

 
用語 説明 

認知症施策推進大綱 

認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」

を目指し、「認知症バリアフリー」の取組を進めていくとともに、「共生」の

基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を政府一丸となって進め

ていくことを示したもの。 

認知症地域支援推進員 

地域包括支援センターなどに配置し、市町村において医療機関や介護

サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を

担い活動する者。認知症地域支援推進員は、以下のいずれかの要件を

満たす者を１人以上配置することとされている。 

※要件：認知症の医療や介護における専門的知識を有する医師、保健

師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福

祉士、その他認知症介護指導者養成研修修了者等。 

直方市新型インフルエン

ザ対策行動計画 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条に基づく計画で、新型イン

フルエンザ等感染症が発生した場合における直方市の対策の基本的な

考え方や実施する主な措置等を示すとともに、発生した感染症の特性を

踏まえ、様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すもの。 

直方市総合計画 

今後の直方市の将来の姿を示し、新しいまちづくりを進めるための基本

となる計画（計画期間：令和３年度～令和１２年度）。直方市が策定する

すべての計画の上位計画として、行政運営全般の総合的な指針となる

もの。 

直方市都市計画マスター

プラン 

都市づくりの理念や都市計画の目標、将来都市像、整備方針や整備方

策を示した都市計画の基本指針となる計画。 

直方市地域防災計画 

「災害対策基本法」第４２条の規定に基づき、直方市防災会議が地域の

災害対策に関し定めるもので、災害予防や災害応急対策及び災害復旧

について、市域の総合的かつ計画的な防災行政の整備推進を図り、地

域の防災及び市民の生命、身体、財産を保護するための計画。 

は 行 

８０２０運動 
８０歳以上になっても２０本以上自分の歯を保とうという運動のこと。１９

８９年に厚生省（当時）が提唱。 

８０５０問題 ８０歳代の高齢者が５０歳代の引きこもりの子どもの生活を支える問題。 

パブリックコメント 

国、都道府県、市町村等が基本的な政策等の策定にあたり、当該政策

等の趣旨、目的、内容等を公表し、広く市民等から意見等を求め、提出

された意見等を考慮して意思決定行うとともに、意見等に対する考え方

等を公表する一連の手続きのこと。本市では「直方市パブリックコメント

手続要綱」に基づき実施している。 
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用語 説明 

避難行動要支援者 

要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場

合に自ら避難することが困難な者であって、その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者をいう。 

福岡県認知症医療センタ

ー 

認知症に関する専門医療相談を受けるとともに、地域における保健医

療・介護関係者の連携を推進し、認知症の適切・迅速な医療体制の構築

を図るため、福岡県で指定している認知症医療の専門医療機関のこと。 

福祉避難所 

「災害対策基本法」による避難所の指定基準の一つとして規定されて 

おり、主に要配慮者を滞在させることが想定される避難所。要配慮者の

円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、または助言その他の支援を受

けることができる機能・体制が整っている施設であることが前提。老人福

祉施設（デイサービスセンター、小規模多機能施設、老人福祉センター

等）、障がい者支援施設等の施設、児童福祉施設（保育所等）、保健セン

ター、特別支援学校、宿泊施設が福祉避難所として利用可能。 

フレイル 

健康な状態と要介護状態の中間に位置し、筋力低下や認知症、うつ症

状、経済的困窮等のさまざまな要因により、身体的機能や認知機能の低

下が見られる状態のこと。 

平均寿命 ０歳児時点の平均余命。 

訪問型サービス A 
自宅に訪問し、調理、掃除等やその一部介助、ゴミの分別やゴミ出し、重

い物の買い物代行や同行等の日常生活に対する援助を行うサービス。 

保健事業実施計画（デー

タヘルス計画） 

国の保険事業実施指針に基づく計画であり、生活習慣病対策をはじめ

とする被保険者の健康増進、糖尿病等の発生や重症化予防等の保険事

業の実施及び評価を行うもの。 

ま 行 

民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常

に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増

進に努める人のこと。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して

暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごと

などの相談・支援等を行う。 

や 行 

有病率 集団の中で、ある一時点において疾病を有する人の割合。 

有料老人ホーム 

老人福祉法第２９条第１項の規定に基づき都道府県知事に対して届け出

がなされた施設で、入所している高齢者に対して食事の提供や家事の

供与、介護の提供、健康管理等を行う。 

要介護状態 

身体上または精神上の障がいがあるために、入浴、排泄、食事等の日常

生活における基本的な動作の全部または一部について、６ヶ月間にわた

り継続して常時介護を要すると見込まれる状態で、要介護状態区分（要

介護１から５）のいずれかに該当する者。 
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用語 説明 

養護老人ホーム 

身体上の理由または精神上の理由、環境上の理由や経済的理由のため

居宅での養護を受けることが困難な高齢者を入所させ、養護することを

目的とする施設。 

要支援状態 

身体上もしくは精神上の障がいがあるために、入浴、排泄、食事等の日

常生活における基本的な動作の全部または一部について、６ヶ月間にわ

たり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に

資する支援を要すると見込まれ、または身体上もしくは精神上の障がい

があるため、６ヶ月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障がある

と見込まれる状態で、要支援状態区分（要支援１・２）のいずれかに該当

する者。 

ら 行 

理学療法士 

病気、けが、高齢、障がいなどによって運動機能が低下した状態にある

人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線

などの物理的手段を用いて治療を行う専門職。 

リハビリテーション専門職 
身体機能回復のためのリハビリテーションを主に行う、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士の３つの専門職のこと。 

レスパイト 
休息、息抜き等。ここでは、介護者の負担軽減を目的に、一時的に施設

等で要介護者を預かること。 

老人クラブ 
高齢者の生きがいづくりや健康維持を目的に組織された、地域を基盤と

する高齢者の自主団体。 

老人福祉法 

老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人の心身の健康の保

持と生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図ることを目的

として制定された法律。 
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