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第４章 介護保険事業計画 施策体系図 

基本方針 基本施策 

１ 地域包括ケアシステムの深化・
推進 

◆地域支援事業 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 
① 介護予防・日常生活支援総合事業の概要 
② 介護予防・生活支援サービス事業 
③ 東京理科大学との多様なサービスの導入についての共同研究 
④ 一般介護予防事業 

（２）包括的支援事業 
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（４）地域支援事業における利用者負担の在り方 

（５）保険者機能強化推進交付金等の活用について 

２ 施策の取組 

◆地域支援事業の適切な提供 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 
① 介護予防・生活支援サービス事業 
② 一般介護予防事業 
③ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

（２）包括的支援事業 
① 地域包括支援センターの機能と役割 
② 在宅医療・介護連携推進事業 
③ 認知症総合支援事業 
④ 生活支援体制整備事業 
⑤ 地域ケア会議の開催 

（３）任意事業 
① 家族介護等への対応 
② 認知症高齢者に係る施策の推進 
③ 在宅サービスの適切な提供 
④ 施設サービス及び地域密着型サービスの適切な運営の推進  

◆健康増進活動の推進 

◆地域密着型サービスの適切な提供 

◆施設サービスの適切な提供 

◆介護保険制度の円滑な運営 

（１）介護サービス事業者等への感染症等の対策・支援 

（２）その他 

３ 介護給付適正化計画 

（１）考え方 

（２）適正化事業の推進 

（３）介護給付費適正化主要５事業の取組 
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第４章 介護保険事業計画 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

令和22（2040）年に向けて高齢化率の上昇が見込まれており、引き続き「医療」、「介

護」、「予防」、「住まい」、「生活支援」の五つのサービスを一体的に提供し、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「地域包括システムの深化・推進」

により高齢者の地域生活を支えていく必要があります。 

野田市では、高齢者だけではなく、障がい者や子育て世帯、生活困窮者など、誰もが住

み慣れた地域でお互いが支え合い、自立し安心して暮らしていくことができる地域社会の

実現を目指して包括的な支援に取り組んでいます。 

また、令和２年６月に地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した

支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、自治体の包括

的な支援体制の構築の支援などの所要の措置を講ずる「地域共生社会の実現のための社会

福祉法等の一部を改正する法律」が成立しました。市では、これまでの取組に加え、「8050

問題#135」やひきこもりなど、既存の制度では対応が難しい複合課題やはざ間のニーズを抱

えた本人・世帯への支援を検討し、包括的な支援体制を目指します。 

 

◆地域支援事業 

地域支援事業は、平成18年度に介護保険制度内で新設された事業で、「介護予防・日常

生活支援総合事業（総合事業）」「包括的支援事業」「任意事業#86」で構成されています。 

地域支援事業については、平成27年４月の介護保険法の改正で大幅な見直しがありまし

た。それにより、野田市では総合事業を平成28年３月から開始しています。 

令和元年12月に社会保障審議会介護保険部会がまとめた、第８期に向けた介護保険制度

見直しに関する意見（案）では、五つの観点の一つとして介護予防・健康づくりの推進（健

康寿命の延伸）を示し、一般介護予防事業等の推進や総合事業、地域包括支援センターの

強化等が必要であるとしています。 
 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

① 介護予防・日常生活支援総合事業の概要 

総合事業は、各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により、地域の支え合いの体制づくりを推進し、

要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を目指すものです。 

総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業#21」と「一般介護予防事業」で構成され

ています。 
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■介護予防・日常生活支援総合事業の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※75ページの「③東京理科大学との多様なサービスの導入についての共同研究」から、野

田市では、多様なサービスの導入は、第８期計画期間中に検討を行います。 

 

② 介護予防・生活支援サービス事業 

要介護状態になることを予防し、一人一人が活動的で生きがいのある生活を送ること

ができるよう支援する事業で、対象者は要支援１・２の認定を受けた方、又は基本チェッ

クリストの結果により生活機能の低下が確認された65歳以上の方（事業対象者）です。 

サービスの種類は訪問型サービスと通所型サービスがあり、それぞれ総合事業導入前

に要支援１・２の認定者が利用していた予防給付の訪問介護、通所介護に相当するもの

です。 
 

  

介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新しい総
合事業）

介護予防・生活
支援サービス事
業(サービス事業)

一般介護予防事業

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援
事業）

【対象者】
・第１号被保険者の全ての者
・その支援のための活動に関わ
る者

【対象者】
（従来の要支援者）

・要支援認定を受け
た者（要支援者）

・基本チェックリスト該当
者（介護予防・生活
支援サービス事業対
象者）

・従来の訪問
介護相当

(専門的サービス)

・多様な
サービス

・従来の通所
介護相当

(専門的サービス)

・多様な
サービス

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

①介護予防把握事業

②訪問型ｻｰﾋﾞｽA(緩和した基準によるｻｰﾋﾞｽ)

①訪問介護

③訪問型サービスB(住民主体による支援)

④訪問型サービスC(短期集中予防ｻｰﾋﾞｽ)

⑤訪問型サービスD(移動支援)

①通所介護

②通所型ｻｰﾋﾞｽA(緩和した基準によるｻｰﾋﾞｽ)

③通所型サービスB(住民主体による支援)

④通所型サービスC(短期集中予防ｻｰﾋﾞｽ)

①栄養改善を目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス・通所型サービスに準じる
自立支援に資する生活支援(訪問型サー
ビス・通所型サービスの一体的提供等)

※上記はサービスの典型例として示しているもの。
市町村はこの例を踏まえて 地域の実情に応じたサービス内容を検討
する。

⑤地域リハビリテーション活動支援事業
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300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

550,000,000

600,000,000

650,000,000

700,000,000
上限額と総合事業費のグラフ

総合事業上限額 介護予防・日常生活支援総合事業

③ 東京理科大学との多様なサービスの導入についての共同研究 

介護予防・日常生活支援総合事業の多様なサービスの導入について、野田市と東京理

科大学との共同研究を実施しました。 

表１ 東京理科大学の共同研究者とその役割 

氏 名 所 属 ・ 職 名 担 当 

髙嶋 隆太 東京理科大学理工学部経営工学科 教授 研究統括、分析モデル構築 

安井 清一 東京理科大学理工学部経営工学科 講師 社会経済データ分析 

伊藤 真理 東京理科大学理工学部経営工学科 講師 最適配置モデルによる分析 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業の多様なサービスの導入について 

    介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の多様なサービス

については、需給の動向を注視し、その導入について検討していくこととなっていま

す。 

東京理科大学との共同研究の中で、総合事業費と地域支援事業交付金の上限額（以

下「上限額」という。）の今後の推移を推計した結果、第８期計画期間（令和３年度か

ら５年度まで）の間は総合事業費が上限額を下回る結果を得たため、多様なサービス

の導入は、見送ることとします。（図１「上限額と総合事業費」参照） 

ただし、令和６年度以降、総合事業費が上限額を上回る可能性があるため、第８期計

画期間中に多様なサービスの導入について、検討していく必要があることから、東京

理科大学の協力のもと、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に独自設問を設定し、多様

なサービスの導入に際し必要な市民の意識調査を実施しました。 

図１ 上限額と総合事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 意識調査の結果・考察について 

(ｱ) 調査方法 

各種調査のうち、自立・要支援１・要支援２の方を対象とした介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査（以下「ニーズ調査」という。）の中で調査をしました。 

７期 ８期 ９期 
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(ｲ) 分析方法 

政府や地方自治体等の施策の実施に対して、経済性の観点から評価する「費用便益

分析」があります。便益と費用との差が正の値（０より大きい値）であれば、施策を

実施することは合理的であると判断する手法です。この費用便益分析の便益とは、政

策実施を考える地域の住民が、その政策に対してどの程度のお金（税金）を支払って

良いかという指標で見積もられ、この指標を「支払意思額」といいます。ニーズ調査

において、介護保険の新規サービスに対する市民の支払意思額を測定することで便益

を算出し、費用便益分析を実施しました。 

ニーズ調査における介護サービスへの支払意思額に関する質問項目は、二肢選択形

式（ダブルバウンド：２回金額を提示しているもの）により実施しています。本方式

により支払意思推定するために、経済理論（ランダム効用理論：効用（満足度）は観

察可能なものと不可能なものに分けられ、実際に選択されたものが最も効用が高いと

仮定し、選択確率を算出する理論）に基づいた統計モデル（対数線形ロジットモデル）

を用いました。 

   (ｳ) 結果・考察 

表１「サンプル特性」に示されているサンプルから下記のようなそれぞれのケース

について年間の支払意思額を推定しました。 

ホーム①  訪問介護を従前相当サービスで実施する場合 

ホーム②  訪問介護を基準を緩和したサービスで実施する場合 

ホーム③  訪問介護をボランティアが実施する場合 

デ イ ①  通所介護を従前相当サービスで実施する場合 

デ イ ②  通所介護を基準を緩和したサービスで実施する場合 

デ イ ③  通所介護をボランティアが実施する場合 

表２「各変数別の支払意思額（ＷＴＰ）」には、それぞれのケースにおける男女別、

年齢別、生活圏域別の支払意思額が示されています。変数がＮの行の支払意思額につ

いては、それぞれのケースの平均を表しています。 

変数Ｎを見ると、訪問介護と通所介護の両方において、従前相当サービスの支払意

思額が高く、基準を緩和したサービスとボランティアが実施するサービスには、ほと

んど差はみられません。 

男女別に見ると、女性に比べ、男性の方が全体的に支払意思額が高くなっていま

す。 

年齢別に見ると、70歳から79歳の年齢層が、支払意思額が最も高く、80歳以上にな

るとわずかに低下しています。このことから、70歳以上になると介護に対する意識が

向上することがうかがえます。 

また、日常生活圏域ごとに見ると、北部・川間地区では、訪問介護と通所介護とも
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に「ボランティアが実施するサービス」の支払意思額が「基準を緩和したサービス」

より高い傾向にあり、南部・福田地区と関宿地域では、「訪問介護の基準を緩和した

サービス」が「ボランティアが実施するサービス」の支払意思額より高い傾向にあり

ます。 

以上の結果を踏まえ、第８期計画期間中に、総合事業費と上限額の推移を注視し、

多様なサービスの導入について、検証していきます。 

なお、費用便益分析において必要な「費用」については、多様なサービスを導入す

る際にサービスごとに算出し、本分析により推定された支払意思額を用いて、多様な

サービス導入の合理性と市民の満足度を計り、導入する多様なサービスの判断材料

の一つとして活用していきたいと考えております。 

表１ サンプル特性 

 
 

表２ 各変数別の支払意思額（ＷＴＰ）           （単位：円） 

 

変数

N 561

性別

男 265 47.24%

女 293 52.23%

年齢：平均値(SD) 74.6 6.349

最年少(歳) 65

最高齢(歳) 98

60-69歳 136 24.24%
70-79歳 296 52.76%
80歳以上 126 22.46%

日常生活圏域(人)
中央・東部 145 25.85%

男性 64
女性 81

南部・福田 145 25.85%
男性 72
女性 73

北部・川間 135 24.06%
男性 56
女性 79

関宿　　　 133 23.71%
男性 73
女性 60

要支援１ 15
要支援２ 18

変数 ホーム① ホーム② ホーム③ デイ① デイ② デイ③
N 4,114 3,402 3,345 3,662 3,131 3,278

性別
男 4,333 3,554 3,582 3,828 3,398 3,561
女 3,942 3,261 3,139 3,521 2,927 3,056

年齢
60-69歳 3,503 2,976 3,002 3,207 2,755 2,850
70-79歳 4,334 3,645 3,546 3,936 3,407 3,550

80歳以上 4,301 3,321 3,259 3,456 2,902 3,125

日常生活圏域
中央・東部 4,181 3,566 3,513 3,718 3,339 3,324
南部・福田 4,224 3,574 3,343 3,665 3,057 3,259
北部・川間 4,296 3,164 3,402 3,733 3,103 3,454

関宿 3,715 3,329 3,076 3,499 3,002 3,061
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④ 一般介護予防事業 

ア 一般介護予防事業について 

一般介護予防事業は、市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サービスと

の役割分担を踏まえつつ、高齢者を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、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とともに、地域においてリハビリテーショ

ン専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生き

がい・役割を持って生活できる地域の実現を目指すことを目的としています。 

この事業は、「介護予防把握事業」、「介護予防普及啓発事業」、「地域介護予防活

動支援事業」、「一般介護予防事業評価事業」、「地域リハビリテーション活動支援事

業」から構成されます。 

 

■介護予防把握事業 

地域の実情に応じて収集した情報等（例えば、民生委員児童委員#119等からの情報な

ど）の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する方を把握し、介護予防活動

へつなげます。 
 

■介護予防普及啓発事業 

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、パンフレットの作成・配布の

ほか介護予防講座を開催します。 
 

■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・支援を行います。 
 

■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

事業評価を行います。 
 

■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

を促進します。 
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イ 介護予防10年の計 

「介護予防10年の計」とは 

野田市は、平成29年度より「介護予防10年の計」として長期的な視点で一般介護予防

事業を刷新し、介護予防に関する知識の向上を目指し、 

(ｱ) シルバーリハビリ体操 

(ｲ) のだまめ学校 

(ｳ) えんがわ 

(ｴ) 市民ボランティアの育成 

(ｵ) 介護予防サポート企業 

(ｶ) 広報戦略 

の六つの戦略を柱とした新たな一般介護予防事業を実施しています。 

新たな一般介護予防事業に取り組むことで、健康寿命が延伸し、元気な高齢者が増え、

要介護・要支援者の少ないまちづくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護予防10年の計」のイメージ図 

(ｱ) シルバーリハビリ体操 

シルバーリハビリ体操は、立つ、座る、歩くなど日常生活を営むための動作訓練に

もなる「いきいきヘルス体操」や「いきいきヘルスいっぱつ体操」で構成されます。 

道具を使わず、どのような姿勢でもできるように組み立てられている体操なので、

身体能力が低下した高齢者でも無理なく行えます。 

また、市民の体操指導士が一般の市民を指導する仕組みのため、多くの専門職を必

要としない体操です。 

シルバーリハビリ体操を行うことで、生活の動作に必要な筋肉及び関節可動域を

維持することができ、高齢者の尊厳を支えます。 
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(ｲ) のだまめ学校 

保健センターで「のだまめ学校」の全講座を網羅する本講座、本講座の中から市民

の要望に応じて身近な場所に出前する出前講座、市内のイベント等に出向いて行う

出前ミニ講座を行います。 

(ｳ) えんがわ 

高齢者の方々が中心となって、日常的にお住まいの地域で地域の方々とふれあう

ことができる通いの場のことです。地域住民が活動主体となって、地域にある集会所

などを活用して、体操などの軽運動や、お茶を飲みながらの歓談、趣味活動など、

様々な活動を行い、人と人とのつながりを通じて高齢者の社会における孤立の防止

を図ることを目的としています。えんがわを開設する方には、市から一定の補助が出

ます。 

(ｴ) 市民ボランティアの育成 

シルバーリハビリ体操指導士、野田市介護予防サポートボランティアの会の介護

予防サポーター、ボランティアポイント制度の介護支援ボランティア及びのだまめ

学校ボランティアを支援・育成します。 

(ｵ) 介護予防サポート企業 

民間企業などの介護保険以外のサービスや活動を積極的に活用し、介護保険事業

費の支出を伴わない介護予防を目指すことを目的としています。 

(ｶ) 広報戦略 

作成した「介護予防10年の計」のロゴマークやプロモーションビデオ、自宅ででき

る介護予防のオンラインプログラム、パンフレット等の活用や、講演会の実施、市の

イベント等への参加を通じて介護予防の啓発活動を行います。 

 

■「介護予防10年の計」の歩み 

平成29年 

５月 東京理科大学理工学部講師（当時）柳田信也氏監修の市報掲載コラム「シリーズ・

介護予防10年の計」スタート 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

６月 「野田市介護予防１０年の計記念講演 大田仁史医学博士講演会」を実施 

７月 千葉県理学療法士#126会と野田市と共催で、「理学療法の日全国一斉イベント」と

して、シルバーリハビリ体操の実演会を実施 

 ９月 第１回シルバーリハビリ体操体験教室を実施 

 10月 第１回シルバーリハビリ体操初級指導士養成講習会を実施 

「介護予防10年の計」のロゴマーク完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 「介護予防10年の計」プロモーションビデオ「やさしい手をもってる」完成 

「介護予防10年の計」周知用ポスター完成 

介護予防普及啓発イベント「つなげ手フェスタ」を関宿総合公園体育館で実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年 

 １月 「のだまめ学校」開校 

  

プロモーションビデオ 

「やさしい手をもってる」 

つなげ手フェスタ 

チラシ 

普及啓発ポスター 
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３月 シルバーリハビリ体操プロモーションビデオ完成 

介護予防普及啓発イベント「つなげ手フェスタ」を総合公園体育館で実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 ＮＨＫの公開収録「ハートネットＴＶ めざせ！いきいき長寿」及びＮＨＫ介護百

人一首・「介護予防10年の計」合同パネル展の実施 

    野田市シルバーリハビリ体操指導士会発足 

  ９月 「シリーズ・介護予防10年の計」の詳細な内容を記載した「介護予防のヒント（元

気に過ごすためのちょっといい話）」を市ホームページに掲載開始 

    えんがわ支援事業補助金の受付開始 

    介護予防サポート企業の受付開始 

 12月 「介護予防10年の計」を商標登録 

平成31年 

 １月 のだまめ学校１周年記念イベントを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 シルバーリハビリ体操体験教室を市内全公民館で定期開催スタート 

シルバーリハビリ体操 

プロモーションビデオ 

つなげ手フェスタ 

チラシ 

チラシ 
スタンプラリー景品 

のだまめ学校オリジナルトートバッグ 
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令和元年 

 ５月 「介護予防10年の計」広報冊子を作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

シルバーリハビリ体操の考案者である大田仁史医学博士による「介護予防10年の

計 大田仁史医学博士講演会」を実施 

演題：「人生100年時代をどう生きる？シルバーリハビリ体操と介護予防の意味」 

 ８月 のだまめ学校「秋から始める健康習慣」を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 

 ２月 のだまめ学校×介護予防サポート企業コラボイベントを実施 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月 野田市公式YouTubeチャンネルに、シルバーリハビリ体操及びのだまめ学校の動画

を掲載し、『自宅で実践「健康づくり」』をスタート 

チラシ 

チラシ 

「介護予防10年の計」広報冊子 



 

84 

ウ 東京理科大学との共同研究による一般介護予防事業の評価 

平成29年度に「介護予防10年の計」を開始し、令和元年度に３年目を迎えたことか

ら、「介護予防10年の計」の主要３事業であるシルバーリハビリ体操、のだまめ学校及

びえんがわの認知度や参加意欲等について、野田市と東京理科大学との共同研究を実

施しました。 

 表１ 東京理科大学の共同研究者とその役割 

氏 名 所 属 ・ 職 名 担 当 

髙嶋 隆太 東京理科大学理工学部経営工学科 教授 研究統括、分析モデル構築 

安井 清一 東京理科大学理工学部経営工学科 講師 社会経済データ分析 

伊藤 真理 東京理科大学理工学部経営工学科 講師 最適配置モデルによる分析 

 

   (ｱ) 調査方法 

     介護保険事業計画策定のため、実施した各種調査において、野田市独自の調査と

して一般介護予防事業調査を実施しました。 

    対象者は、65歳以上の要介護認定・要支援認定#122を受けていない方とし、四つの

日常生活圏域ごとに250名、合計1,000名を無作為に抽出しました。 

   (ｲ) 分析方法 

     本研究では，コンジョイント分析を用いて評価を行いました。コンジョイント分

析とは、サービスや商品を構成する要素の選好を比較するための手法であり、主に

マーケティングの分野で用いられます。コンジョイント分析を行うことで、効用と

いう同一の評価基準を元に異なる属性間、水準間で比較を定量的に行うことが可能

となり、相対重要度により、対象となる高齢者がそれぞれの事業のどの要素をどの

程度重要としているかを示すことができます。 

   (ｳ) 分析結果 

     当アンケートにより得られたデータをもとに、「シルバーリハビリ体操」、「の

だまめ学校」及び「えんがわ」の三つの事業について、コンジョイント分析を行い

ました。一例として図１、２にシルバーリハビリ体操の分析結果を示します。図１

より、最も効用が高くなるのは、「徒歩５分未満」、「健康維持」、「専門家」の組

み合わせであるという結果が得られています。回答者は、開催目的以上に体操指導

士が誰であるかに重きを置いており、自分が指導士となる場合、効用が比較的小さ

い値となることが分かります。シルバーリハビリ体操の狙いは、市民が指導士とな

り一般の市民を指導することであるため、本結果から本事業への対策が必要である

ことがうかがえます。また、コンジョイント分析の効用は定量的に比較できるため、

例えば、交通手段が「徒歩５分から15分」であることよりも、開催目的が「健康維

持」であることの方が、効用が高くなるという判断をすることが可能です。すなわ
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ち、交通手段、開催目的、体操指導士のそれぞれの水準の組み合わせにより、施策

の順位付けが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(ｴ) 層別分析 

     前章の分析結果は回答者全体に対する効用値であるため、事業参加者の年代、男

女での参加率の違い、また地域による交通網の充実度などが分析結果に有意な差を

もたらす可能性があります。そこでシルバーリハビリ体操の分析データを対象とし、

「年齢」、「性別」、「地域」の属性で層別分析を行いました。 

「年齢」に関する層別分析により、どの年齢層もほとんど値に相違がない一方で、

80歳から85歳では徒歩５分未満である場合の効用の上昇が最も大きく、講座内容が

介護・認知症予防であると最も効用が上昇することが分かります。 

「性別」に関する層別分析では、どの要因（交通手段、開催目的、体操指導士）に

おいてもほとんど相違がないことが見受けられます。すなわち、シルバーリハビリ体

操における3.41倍もの男女の参加比率の差は本研究で設定した属性以外の要因が影

響しているものと考えられます。 

「地域」に関する層別分析では、関宿地域以外の３地区は、ほとんど値に相違がな

いことに対し、関宿地域は、他の地域と比較して交通手段に重きを置いているという

ことが見受けられます。すなわち、開催場所を増やすことによる効用の上昇は関宿地

域が最も大きいものと考えられます。 

   (ｵ) 結論 

本研究では、野田市在住の65歳以上の高齢者を対象にアンケートを行い、そのデー

タを元に「介護予防10年の計」の効用をコンジョイント分析により定量的に評価しま

した。結果として、市民が指導士になり市民を指導するということが目的の事業であ

る「シルバーリハビリ体操」では、市民が指導士になるよりも専門家が指導士になる

ことで効用が増加するという結果になり、本来の事業の狙いとは異なる結果となり

ました。更に、野田市から補助金を出すことにより市民に開催場所の協力を得るとい

図１ シルバーリハビリ体操の部分効用 図２ シルバーリハビリ体操の相対重要度 
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う狙いのあった「えんがわ」に関しても、補助金を出すことによる効用の増加は、ほ

とんど見受けられないという結果が得られました。これらの本来の事業の狙いとは

異なる結果が得られたことは、事業の改善に繋
つな

がるため有意義なものであったと考

えられます。また、本研究で注目した「シルバーリハビリ体操」、「のだまめ学校」、

「えんがわ」について、どの事業も最も相対重要度が高い属性は「交通手段」であり

ました。そのため、野田市の実際の地理情報システム（ＧＩＳ:Geographic 

Information System）などを用いて、より多くの市民が参加しやすい開催場所などを

算出することにより、「介護予防10年の計」の効用及び参加率の上昇が可能であると

考えられます。 
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（２）包括的支援事業 

① 地域包括支援センターの機能と役割 

地域包括支援センターの役割については、「公正・中立な立場から、地域における総合

的な介護予防システムの確立を目指す」とされており、日常生活圏域ごとに地域包括支

援センターを１か所ずつ設置することが望ましいとされ、以下の事業を一体的に実施す

る中核拠点として位置付けられています。 

ア 介護予防ケアマネジメント 

地域包括支援センターでは、高齢者の生活機能の低下を予防するための介護予防ケ

アプラン#37の作成やその評価を実施するとともに、要支援者に対するアセスメント#１の

後の介護予防サービス計画書作成や評価なども行い、要介護状態等となることの予防

及び重度化防止のため要支援者等へのケアマネジメントを実施していきます。 

イ 総合相談・支援 

高齢者とその家族の各種相談を幅広く受け付け、相談内容に応じて、行政機関、野田

健康福祉センター、医療機関、介護サービス事業者、民生委員児童委員、各種ボラン

ティアなどの必要な社会支援サービスや制度が利用できるよう、情報提供や関係機関

との連絡調整など、制度の垣根にとらわれない総合的な支援を行っていきます。 

ウ 権利擁護事業 

高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活が送れるよう、ニー

ズに即した適切なサービス提供や関係機関へのつなぎなどを行い、専門的かつ継続的

な視点から本人の生活維持を図っていきます。 

認知症等によって判断能力の低下がみられる場合、その方の生活や権利を守るため、

成年後見制度等の利用支援を行います。 

エ 包括的・継続的ケアマネジメント 

地域のケアマネジャー#39の日常的な業務の円滑な実施を支援するため、相互の情報

交換等を行う場を設定するなど、ケアマネジャーのネットワークを構築します。 

また、地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例について、適宜、地域包括支援セ

ンターの各専門職、地域の関係者及び関係機関との連携の下で、具体的な支援方針を

検討し、助言指導等を行います。 

② 在宅医療・介護連携推進事業 

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するために、地域の実情を把握し、そ

れに応じた取組を検討し、それらの充実を図りつつ、継続的に事業を進めていきます。 

近年の災害や感染症の発生を踏まえ、庁内の関係部門との連携や情報共有を進め、医

療と介護の連携における災害や救急時の対応についても検討を行い、体制作りを進める

必要があります。 
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認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、医療と介護の連携推進が重要であり、

認知症施策と連携し、体制の強化に努めていきます。 

 

③ 認知症総合支援事業 

認知症になっても本人の意思が尊重され、希望をもって日常生活を過ごせる地域を目

指し認知症の方や家族の視点を重視しながら、医療・介護など地域の連携の下で認知症

施策を総合的に推進します。 

認知症進行の予防には早い段階からの対応が効果的であることから、各地域包括支援

センターに認知症地域支援推進員#94を配置しており、認知症初期集中支援チーム#91と連

携しながら、認知症の早期発見・早期診断を図ります。 

また、認知症高齢者と家族の交流の場となるオレンジカフェ（認知症カフェ）事業補

助金制度の普及及び認知症ケアパス#88を活用し認知症に関する広報・啓発に努めること

で地域住民の認知症理解を深めていきます。 

更に、認知症サポーターのうち、積極的な活動を希望する方に活動の機会を提供し、

地域を支える担い手として活躍できる仕組み（チームオレンジ）の検討を進めていきま

す。 

 

④ 生活支援体制整備事業 

介護予防・生活支援サービス事業を実施するため、市が実施する高齢者支援だけでな

く、ＮＰＯ法人や市民団体、ボランティア、町内会・自治会、福祉関係者・関係団体等が

実施する様々な支援の取組を把握・発展させていくとともに、支援の担い手のネットワー

ク化を図ることにより、地域全体を含んだ多様で効果的な支援体制の構築が必要となり

ますが、東京理科大学との共同研究の結果、多様なサービスの導入は見送ることとしま

した。今後も引き続き検討していきます。 

また、地域の様々な支援の担い手に、既存サービスの拡充、新たなサービスの創出を

働きかけ、緊密な連携を図りながら同事業の実施体制を確保していきます。 

生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向け、地域資源の開発やネットワー

ク構築などのコーディネート機能を担う介護予防・生活支援コーディネーターを各地域

包括支援センターに配置しておりますが、今後、新たな生活支援コーディネーターの配

置について、第８期計画期間内に検討を進めていくとともに、協議体を通して担い手同

士の情報共有及び連携強化を図ります。 

 

⑤ 地域ケア会議の開催 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、高齢者個人に対する支援の

充実とそれを支える社会基盤の整備（地域づくり）を同時に図っていくことを目的とし

ています。 

地域の支援者を含めた多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介
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護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める支援をし、それら

の支援をとおして、課題分析を積み重ねることによって地域課題を発見し、地域に必要

な資源開発や地域づくり、更には政策形成につなげて問題解決を図ります。 

令和元年度からは、地域ケア会議の充実を図り、自立支援型の地域ケア個別会議を開

催し、多職種による専門的な立場から高齢者の自立を支援する取組を実施しています。 

なお、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、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いくことを目的とし、平

成30年度に市域全体の第１層と日常生活圏域毎の第２層に、それぞれ協議体と生活支援

コーディネーターを設置しました。 

第１層の協議体は市が主催する地域ケア包括会議と兼ねて、第２層の協議体は地域ケ

ア地区別会議と兼ねて実施してまいります。 

⑥ 地域包括支援センターの設置 

ア 地域包括支援センターの分割 

地域包括支援センターの運営については、「地域における総合的なマネジメントの

中核的機関」である東部地区の地域包括支援センターを除き、野田市行政改革大綱に

おける基本的な考え方である民間活力の有効活用の観点から、原則として委託による

運営を行っています。 

第８期計画期間内の令和３年度から５年度までの各地区の高齢者人口を推計したと

ころ、南部・福田地区においては、高齢者の人口増により業務内容が一段と厳しくなる

ことが予測されることから、南部・福田地区地域包括支援センターを令和３年４月よ

り分割することにします。 

また、北部・川間地区においても同様の理由により第８期計画期間内に分割を検討

します。 

イ 地域包括支援センターの愛称 

地域包括支援センターは、高齢者や家族への総合相談や支援のほか、高齢者虐待対

応、介護予防ケアマネジメントなど「高齢者」関係業務を行っていますが、名称に「高

齢者」や「相談」が含まれていないため、名称と業務内容が結びつかず、市民に分かり

づらくなっています。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の結

果においても、地域包括支援センターの認知度が著しく低いという結果が得られたこ

とから、次のとおり市民にイメージしやすい「愛称」を令和３年４月より新たに設けま

す。 
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■野田市の地域包括支援センター 

センター名 

（愛称） 
設立年月日 担当区域 運営方法 

野田市介護保険課地域包括支援センター 

（野田市介護保険課高齢者なんでも相談室） 
平成18年４月１日 東部地区 市直営 

野田市中央地域包括支援センター 

（野田市中央高齢者なんでも相談室） 
平成30年４月１日 中央地区 委託 

野田市南第１地域包括支援センター 

（野田市南第１高齢者なんでも相談室） 
平成24年８月11日 

南部地区 

（一部を除く） 
委託 

野田市南第２地域包括支援センター 

（野田市南第２高齢者なんでも相談室） 

令和３年４月１日 

（予定） 

福田地区及び 

南部地区の一部 
委託 

野田市北地域包括支援センター 

（野田市北高齢者なんでも相談室） 
平成20年１月１日 

北部・ 

川間地区 
委託 

野田市関宿地域包括支援センター 

（野田市関宿高齢者なんでも相談室） 
平成18年４月１日 関宿地域 委託 

⑦ 地域包括支援センター運営協議会 

地域包括支援センター運営協議会の協議内容等については、協議の迅速化及び結果の

一元化を考慮し、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会の協議事項と

して条例で制定しております。 

当該委員会における協議結果を地域包括支援センターの運営に反映させることで、適

切、公平かつ中立な運営を確保します。 
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（３）任意事業 

地域支援事業が創設されるまで、介護予防・地域支え合い事業で実施していた事業のう

ち、必須事業（介護予防事業及び包括的支援事業）とはならないものの、市の判断で地域

支援事業として次の施策を実施しています。 

① 家族介護等への対応 

 ② 認知症高齢者に係る施策の推進 

③ 在宅サービスの適切な提供 

④ 施設サービス及び地域密着型サービスの適切な運営の推進 
 

（４）地域支援事業における利用者負担の在り方 

地域支援事業について、介護保険法では、第115条の45第５項において「市町村は、地

域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求すること

ができる」としており、介護給付#７費と同じ財源構成となっていることから、保険料#116負

担による介護給付費の受給を原則とした介護保険制度の趣旨に基づき、野田市では、地域

支援事業に係る事業について、利用料を負担していただいております。 

対象となる事業については、「配食サービス#98事業」となり、平成17年10月の介護保険

法改正に伴う施設給付の居住費・食費自己負担の原則を踏まえ、これまでどおり利用者負

担をしていただくこととします。 

なお、その他の高齢者福祉事業については、今後、地域支援事業に取り込む事業となる

ことも考えられることから、当該事業の利用者負担について事業内容を十分に協議した

上で、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会で検討しながら決定しま

す。 

 

（５）保険者機能強化推進交付金等の活用について 

国によって第７期計画期間中に高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進す

るための「機能強化推進交付金」及び公的保険制度における介護予防・健康づくり等に資

する取組を推進するための「介護保険保険者努力支援交付金」が創設されました。 

当交付金は保険者の介護保険事業に対する取組を自己評価する形の評価点及び第１号被

保険者数を基準として交付されるもので、野田市では当交付金を活用し、地域包括支援セ

ンターの機能強化や一般介護予防事業の拡充をはじめとした地域支援事業の充実に活用し

ています。 
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２ 施策の取組（各論） 
 令和元年度及び令和２年度については、新型コロナウイルス感染症対策として、一部の事業を中

止又は縮小して実施したため、実績及び実績見込みの値が減少している場合があります。 

 

◆地域支援事業の適切な提供 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

事業名 訪問型サービス（第１号訪問事業） 所管 介護保険課 

現状 
従来の介護予防訪問介護に相当する事業を実施しています。 
また、令和元年度に実施をした東京理科大学との共同研究の結果を基に、多様なサービス
の導入について、検討しました。 

課題 多様なサービスを導入する場合の担い手の育成が課題となっています。 

施策の 

方針 

東京理科大学との共同研究の結果、第８期計画期間中は、多様なサービスの導入を見送る
こととなりました。ただし、需給の動向を注視しながら、多様なサービスの導入について
検討していく必要があります。 

 

事業名 通所型サービス（第１号通所事業） 所管 介護保険課 

現状 
従来の介護予防通所介護に相当する事業を実施しています。 
また、令和元年度に実施をした東京理科大学との共同研究の結果を基に、多様なサービス
の導入について、検討しました。 

課題 多様なサービスを導入する場合の担い手の育成が課題となっています。 

施策の 

方針 

東京理科大学との共同研究の結果、第８期計画期間中は、多様なサービスの導入を見送る
こととなりました。ただし、需給の動向を注視しながら、多様なサービスの導入について
検討していく必要があります。 

 

事業名 その他の生活支援サービス（第１号生活支援事業） 所管 介護保険課 

現状 その他の生活支援サービスは、導入していません。 

課題 その他の生活支援サービスの必要性について検討していく必要があります。 

施策の 

方針 
必要に応じて、その他の生活支援サービスの導入について検討していきます。 
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事業名 
介護予防ケアマネジメント(第１号介護予防支援#19事

業) 
所管 介護保険課 

現状 

事業対象者や介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する要支援者に対し、高齢者の

自立支援を考えながら、課題を整理し、目標の設定やその達成のための具体策を利用者と

共有し、利用者が介護予防の取組を自身の生活の中に取り入れ、自立できるよう支援しま

した。 

課題 
介護保険サービスありきになっており、地域の社会資源を活用することができておらず、
自立支援に当たり、多職種との連携が不十分な部分があります。 

施策の 

方針 

第８期においても、事業対象者や介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する要支援
者に対し、高齢者の自立支援を考えながら、課題を整理し、目標の設定やその達成のため
の具体策を利用者と共有し、利用者が介護予防の取組を自身の生活の中に取り入れ、自立
できるよう支援します。 
多職種と協働し、利用者の自立支援を行うとともに、地域の社会資源の情報を整理し、介
護予防ケアマネジメントに反映することができるよう支援します。 

 

② 一般介護予防事業 

事業名 シルバーリハビリ体操 所管 介護保険課 

現状 

初級指導士を 500 人養成することを目指し、初級指導士養成講習会を実施しました。ま
た、市が実施する体験教室を令和元年度より、各公民館で月に１回開催する定期開催を実
施しました。 
また、災害時の避難所生活や感染症流行時の在宅生活における健康づくりとして、シル
バーリハビリ体操の動画を作成し、野田市公式 YouTubeチャンネルに掲載したほか、シル
バーリハビリ体操のイラストを作成し、動画と組み合わせて、周知を図りました。 

課題 

令和元年度に実施した一般介護予防事業調査、及び東京理科大学との共同研究における一
般介護予防事業の評価において、シルバーリハビリ体操の認知度が低いことや、シルバー
リハビリ体操初級指導士の活動内容について市民の興味が低く、初級指導士養成講習会の
参加者が少なくなっています。 
また、主な活動である教室の実施が難しい状況下（災害時等）における、指導士の役割が
明確ではないことも課題となっています。 

施策の 

方針 

シルバーリハビリ体操の認知度をあげるとともに、シルバーリハビリ体操を体験する機会

を増やし、継続して取り組める環境づくりを行います。また、初級指導士の認知度を高め

るとともに、地域における活動の定着化と推進を支援します。初級指導士養成講習会の参

加者が増えるよう、３コースのうち 1コースは関宿地域で実施します。 

実績と見込み 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

初級指導士 
養成数 

88 人 28人 0人 45人 45 人 45人 

体験教室 
開催数 

24 回 119回 0回 132回 132 回 132回 
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事業名 オリジナル体操普及事業 所管 保健センター 

現状 

体力や生活動作の保持・増進を目指して、実施しました。 

健康づくり料理講習会で、実技を取り入れたため、回数及び参加者が計画値を上回りまし

た。 

課題 オリジナル体操（えだまめ体操）の認知度向上が課題となっています。 

施策の 

方針 
更に多くの市民の方に周知するため、様々な機会や媒体を通じて、普及活動を行います。 

実績と見込み 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

実施回数 19 回 24回 1回 2回 10 回 10回 

参加者数 455 人 543人 20人 

（見込み） 

40人 

（見込み） 

200 人 

（見込み） 

400人 

（見込み） 

 

事業名 のだまめ学校 所管 介護保険課 

現状 

新規受講者の獲得や既存受講者への受講意欲の向上を目指し、定期的にイベントを実施し
ました。イベントでは、スタンプラリー等を実施し、達成者にのだまめ学校の受講や自宅
での介護予防に役立つ景品を進呈しました。 
また、災害時の避難所生活や感染症流行時の在宅生活における健康づくりとして、のだま
め学校の講座の動画を作成し、野田市公式 YouTubeチャンネルに掲載するとともに、名刺
サイズの広報物を作成しました。 

課題 

令和元年度に実施した一般介護予防事業調査において、のだまめ学校の認知度が著しく低
く、本講座の受講者が特定のリピーターに偏っていること、また、出前講座は依頼数が伸
びず、市内全域にのだまめ学校が普及していないことが課題です。 
また、作成した動画を有効に活用する方法が課題です。 

施策の 

方針 

市報、ホームページの活用やイベント等を行うことで、新規受講者の獲得を目指します。

また、作成した動画を普及啓発することで、のだまめ学校のみならず、自宅でも介護予防

ができるよう推進していきます。 

東京理科大学との共同研究により、のだまめ学校に参加するに当たっての最も重要な要素

が交通手段であることが明らかとなったことから、歩いて行ける場所で参加できるよう、

出前講座の普及や出張本講座の開催場所等を検討していく必要があります。 

実績と見込み 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

本講座参加者 9,609人 10,407人 5,400人 10,500人 11,200 人 12,000人 

出前講座 
参加者 

1,280人 1,250人 0人 1,420人 1,720人 1,920人 

出前ミニ講座
参加者 

578 人 202人 0人 1,090人 1,090人 1,090人 
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事業名 えんがわ 所管 介護保険課 

現状 

平成 30 年度に野田市えんがわ支援事業補助金交付規則を制定し、えんがわ開設者に対す

る補助金の交付を開始しました。令和２年度までに、22か所のえんがわが開設しており、 

このうち４か所については、生活支援コーディネーターの働きにより、市内の特別養護老

人ホームの地域交流スペースを活用し、えんがわを開設しました。 

課題 
一般介護予防事業調査より、えんがわの認知度が低いことが明らかとなりました。 

また、開設場所が市の中心地域に偏っています。 

施策の 

方針 

東京理科大学との共同研究により、えんがわに参加するに当たっての最も重要な要素が交

通手段であることが明らかとなったことから、小学校区に２か所ずつ、合計 40 か所の開

設を目指し、より多くの市民が参加しやすい環境にするために、市報やホームページを活

用して普及啓発を行います。 

また、特別養護老人ホームのえんがわを中心に、医療専門職の関与を推進していきます。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

開設数 7か所 11か所 8か所 10か所 10 か所 10か所 

 

事業名 シルバーサロン事業 所管 介護保険課 

現状 
市報にシルバーサロンの実施事業を掲載し、参加者を募集することで普及啓発を行いまし

た。 

課題 
えんがわの開設数が増え、活動内容が重複していることから、シルバーサロンとしてどの

ように取り組むかが課題となっています。 

施策の 

方針 
えんがわとの関係を考慮し、シルバーサロンの在り方について検討していきます。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 
参加者数 

（はつらつ・ 
ゆうみい） 

6,650人 5,557人 2,880人 6,200人 6,900人 7,000人 

参加者数 
（元気） 

7,517人 7,405人 5,760人 5,600人 7,900人 8,000人 
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事業名 市民ボランティアの育成 所管 介護保険課 

現状 

オリジナル体操作成委員（えだまめ体操）、介護支援ボランティア、介護予防サポーター、

シルバーリハビリ体操初級指導士及びのだまめ学校ボランティアの育成・支援を進めまし

た。 

課題 

シルバーリハビリ体操初級指導士やのだまめ学校ボランティアが増えにくくなっていま
す。 
また、のだまめ学校ボランティアの活動内容がのだまめ学校の講座運営補助が基本となっ
ているため、活動の幅が狭くなっています。 

施策の 

方針 

のだまめ学校ボランティアが、主体的にボランティア活動に取り組めるよう検討していき

ます。 

また、各ボランティアが自立したボランティア活動ができるよう、推進していきます。 

 

事業名 介護支援ボランティア制度 所管 介護保険課 

現状 

平成 30年度と令和元年度に合計９回の介護支援ボランティア説明会を開催し、64人の介

護支援ボランティアを養成しました。（令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策のた

め、説明会未実施） 

また、登録施設が４施設増え、49施設となりました。 

課題 
介護支援ボランティア説明会の参加者が定員を大幅に下回っています。 
また、介護支援ボランティアとして登録しても、活動をしないことが多く、ポイント還元
へつながっていないことも課題となっています。 

施策の 

方針 

介護支援ボランティア制度を市報や市ホームページを活用し、認知度を上げます。 

また、既存の介護支援ボランティアの活動率の上昇を目指します。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
養成人数 
（累計） 

268 人 292人 310人 350人 360人 370人 

説明会 5 回 4回 ― 4回 4回 4回 

 

事業名 介護予防サポート企業 所管 介護保険課 

現状 

「介護予防 10 年の計」に協力いただいている企業等に働きかけたことにより、新規登録

がありました。また、のだまめ学校において、介護予防サポート企業コラボイベントを実

施しています。 

課題 
介護予防サポート企業の新規登録企業数が増えにくくなっています。 

また、介護予防サポート企業の活動内容が限定的となっています。 

施策の 

方針 

介護予防サポート企業の登録企業数を増やすため、市報やホームページで周知するとと

もに、市の介護予防事業への活用方法を検討していきます。 
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事業名 広報戦略 所管 介護保険課 

現状 

令和元年度より引き続き、作成したロゴマーク、ポスター及び「介護予防 10 年の計」全
体を包括する啓発パンフレット等を活用し、野田市全体に「介護予防 10 年の計」の周知
活動を実施しています。また、新たに野田市公式 YouTubeチャンネルに、『自宅で実践「健
康づくり」』としてシルバーリハビリ体操及びのだまめ学校の動画を掲載し在宅における
介護予防の取組を行いました。 

東京理科大学との介護予防に関する取組に関連した講演会を実施するなど、シルバーリハ
ビリ体操やのだまめ学校を始めとした「介護予防 10 年の計」の普及・啓発活動を実施し
ました。 

課題 

令和元年度に実施した一般介護予防事業調査の結果から、「介護予防 10 年の計」の各事業

の認知度が低いことが明らかとなりました。 

また、これまでに作成した共通ロゴマークやＰＲ映像、ポスター等が効果的に活用できて

いないことが課題となっています。 

施策の 

方針 

市報やホームページを活用し、「介護予防 10年の計」の事業をＰＲするとともに、市内イ

ベントに参加し、一般介護予防事業の普及啓発を行っていきます。 

 

③ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

運動、口腔
くう

、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、介護予防・重度

化防止や疾病予防・重症化予防の促進を目指すことが目的となっています。 

介護保険分野においては、医療専門職の通いの場等への積極的な関与等（ポピュレー

ションアプローチ）における場の提供、また、フレイル状態にある高齢者やフレイルの

おそれがある高齢者などの受け皿として「介護予防10年の計」を実施していきます。 

事業名 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 所管 介護保険課 

現状 
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けて、関係各課と連携し、その実施に向け
て検討しました。 

課題 
ポピュレーションアプローチの場となる「えんがわ」が市内各地に広がっていません。 

また、えんがわの開設場所が市の中心地域に偏っています。 

施策の 

方針 

フレイル予防普及啓発活動や運動・栄養・口腔
くう

等のフレイル予防などの健康教育等を実施
する「のだまめ学校」の充実を図るとともに、通いの場への医療専門職の積極的な関与が
求められることから、えんがわの役割について検討していく必要があります。 
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（２）包括的支援事業 

① 地域包括支援センターの機能と役割 

事業名 地域包括支援センターの整備・充実 所管 介護保険課 

現状 
平成 30年度に市内に５か所目となる地域包括支援センターを設置しました。また、各地

域包括支援センターに専門職を配置し、相談体制の整備を図りました。 

課題 

地域包括支援センターの職員が不足していることや、高齢化率の上昇に伴う相談件数の
増加が課題となっています。 
また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より、地域包括支援センターの認知度が低い
ことが明らかとなりました。 

施策の 

方針 

各日常生活圏域の高齢者数の増加に対応するため、令和３年度に南部・福田地区の地域

包括支援センターを分割します。また、北部・川間地区においても、第８期計画期間中に

前期高齢者数と後期高齢者数が逆転することが見込まれることから、逆転に伴う影響を

検証しながら、２か所目の地域包括支援センターの分割を検討します。 

地域包括支援センター内の職員配置をはじめとする活動体制を整備し、地域包括支援セ

ンターの機能が最大限に発揮されるよう、関係職員の資質の向上と連携を図り、運営し

ていきます。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

設置箇所 5か所 5か所 5か所 6か所 6 か所 6か所 

 

事業名 高齢者虐待防止ネットワーク協議会 所管 介護保険課 

現状 

高齢者虐待防止ネットワーク協議会を年に１回開催し、市内の虐待発生状況や課題につい

て検討しました。また、令和元年度には虐待対応の強化と情報共有を図ることを目的に実

務者会議を開催しました。 

課題 
近年、虐待通報件数及び虐待と判断し対応した件数が増加傾向となっています。 
また、支援困難な虐待事例が増加しています。 

施策の 

方針 

虐待通報件数等の増加に対応するため、各関係機関とネットワークの構築や連携を図って
いきます。 
支援困難な虐待事例については、実務者会議の積極的な開催や千葉県高齢者虐待対応市町
村支援事業を活用し、弁護士や社会福祉士等の専門職派遣等の活用を図るとともに、関係
者間で役割や支援の方針を定め、虐待対応を実施していきます。また、職員の知識向上を
図るため、地域包括支援センター職員向けの研修会を引き続き実施し、虐待対応への更な
る知識や相談援助技術の向上を目指します。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

代表者会議の 
実施回数 

1 回 1回 1回 1回 1回 1回 

実務者会議の 
実施回数 

0 回 1回 随時 随時 随時 随時 

 

 

 

 

 



 

99 

 

② 在宅医療・介護連携推進事業 

事業名 在宅医療・介護連携推進事業 所管 介護保険課 

現状 

令和２年度より、在宅医療・介護多職種連携会議を在宅医療・介護連携推進代表者会議と、

在宅医療・介護多職種連携研修会に分けて実施することとし、代表者会議においてＩＣＴ

の活用や感染症を踏まえた研修会の実施方法を検討しています。 

課題 

令和元年度までの在宅医療・介護多職種連携会議において、認知症やＩＣＴ等の研修を行
うとともに、顔の見える関係づくりを進めてきましたが、地域の実情に合わせた具体的な
連携体制の構築が進んでいない状況です。 
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、これまで集合形式で行っていた研修会
を今後どのように実施していくかが課題となっています。 

在宅介護実態調査より、終末期の過ごし方について「まったく話し合ったことはない」が

半数を超えており、在宅医療や看取
み と

りに関する啓発活動が必要です。 

施策の 

方針 

野田市医師会と連携しながら、在宅医療・介護連携推進代表者会議と、在宅医療・介護多

職種連携研修会を実施し、本事業への理解と相互の理解を深め、連携体制の構築を進めて

いきます。会議や研修会を継続的に実施できるよう、災害や感染症の発生を想定し、集合

形式以外の研修方法について検討を行います。 

災害や感染症の発生を踏まえ、庁内の関係部門との連携や情報共有を進めます。 
令和元年に導入したＩＣＴの活用を推進し、医療・介護関係者間の情報共有の支援を行い
ます。 

野田市における看取
み と

りの現状や認知症に関する医療の状況を把握し、相談支援や市民への

普及啓発を行います。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

多職種連携会
議の実施回数 

3回 2回 ― ― ― ― 

連携推進代表
者会議 

― ― 2回 2回 2 回 2回 

多職種連携研
修会 

― ― 1回 2回 2 回 2回 

 

 

事業名 地域包括支援センター連絡会 所管 介護保険課 

現状 
地域包括支援センター連絡会を月１回開催し、各地区地域包括支援センターの活動報告や

研修会等を実施しました。 

課題 
複雑化する問題に対応するため地域包括支援センター職員のスキルアップが必要です。 
また、相互間での地域課題の共有及び課題解決に向けた連携も不足しています。 

施策の 

方針 

地域包括支援センター職員の資質向上のための研修会等を継続的に開催し、それぞれのス

キルアップを図るとともに、市内全地域包括支援センターの相互間での情報共有を密に行

うなど、市民の問題解決に向けた連携を強化していきます。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

地域包括支援
センター連絡会

開催回数 
12回 11回 7回 12回 12 回 12回 
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③ 認知症総合支援事業 

 

事業名 認知症総合支援事業 所管 介護保険課 

現状 

平成 30年度に作成した「認知症ケアパス（認知症ガイドブック）」を令和元年度に認知症

地域支援推進員会議において見直すとともに新たに簡易版を作成し、認知症ケアパスの普

及啓発に努めました。また、平成 30 年４月に認知症初期集中支援チームを設置し、認知

症初期集中支援として訪問やチーム員会議等を実施しました。 

課題 

認知症地域支援推進員の活動が認知症ケアパスの作成にとどまっており、今後は地域にお
ける支援に加え、認知症の方の社会参加の体制づくりに取り組む必要があります。 
また、認知症初期集中支援チームでは、認知症の方への早期介入に際し、様々な知識やス
キルが求められ、対応力の更なる向上が必要です。 

施策の 

方針 

認知症地域支援推進員による地域支援、社会参加活動の体制を整備し、普及啓発及び早期
支援・予防を柱にして、若年性認知症を含めた認知症対策の充実を図るとともに、医療機
関の受診や介護保険サービス等の利用につなげる相談や支援の強化を図ります。 
また、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう相談や認知症に関する講座等の機会
に認知症ケアパスを活用した情報提供を行います。 
認知症初期集中支援チームに関しては、体制の強化、早期対応、関係機関とのスムーズな
連携体制の構築を目指すとともに、認知症の方を支援するための対応力向上のため、研修
会を開催します。 
更に、認知症の方やその家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援につなぐ仕組
みとして「チームオレンジ」の設置を目指します。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

認知症初期 
集中支援 
チーム員 

研修受講者数 

2 人 1人 1人 1人 1人 1人 

認知症地域 
支援推進員 
配置人数 

12 人 13人 9人 10人 10 人 10人 

事業名 オレンジカフェ（認知症カフェ） 所管 介護保険課 

現状 

野田市認知症カフェ事業補助金交付規則に基づき、オレンジカフェ（認知症カフェ）の設

立に対し、補助金を交付しています。 

平成 30 年度から令和２年度までに６件のオレンジカフェの設立に対して補助金を交付し

ました。 

また、活動しているオレンジカフェのマップを掲載したチラシを作成し、公共施設等に配

置しました。 

課題 
オレンジカフェの補助金交付申請の件数が少ないことが課題となっています。 
また、徒歩圏内にオレンジカフェがなく、認知症の方やその家族が通いにくいことなどが
課題となっています。 

施策の 

方針 

各関係機関に対し、オレンジカフェ補助事業の普及啓発を図り、オレンジカフェの設置箇

所数を増やしていきます。 

また、市民に対し、オレンジカフェの役割や開催場所等の普及啓発を図り、認知症の方や

その家族（介護者）の参加者数を増やしていきます。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

申請件数 4 件 2件 3件 3件 3件 3件 
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⑤ 地域ケア会議の開催 

事業名 地域ケア会議 所管 介護保険課 

現状 

地域ケア会議の枠組みに生活支援体制整備事業第１・２層協議体と組み合わせ、地域ケア

個別会議、地域ケア地区別会議、地域ケア包括会議を開催しています。各地域包括支援セ

ンター主催で個別ケースから必要な資源及び地域の課題を抽出しました。また、要支援等

の軽度者に対する自立支援につながるアプローチ方法の検討及び支援困難対応に対する地

域ケア個別会議も実施しました。 

課題 

個別事例において、地域の介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの支援、
地域の実態把握や問題解決のための地域支援ネットワークの構築が不十分となっていま
す。 
また、生活支援体制整備事業の協議体と組み合わせた地域ケア会議において、必要な社会
資源の開発や抽出を行うに当たり、地域包括ケアシステムの構築が不十分となっています。 

施策の 

方針 

医療、介護等の専門職を始め、地域の多様な関係者が地域ケア会議を行い、地域ケア個別
会議や地域ケア地区別会議で共有や課題が抽出された地域課題等を地域づくりや施策形成
に結びつけることで、地域包括ケアシステムの構築を推進します。 
また、各地域包括支援センターにおいて、積極的な地域ケア会議の開催が円滑に実施でき
るよう、多職種の専門職の派遣や職員の知識向上を図るため、地域包括支援センター職員
向けに研修会を開催するとともに、地域ケア会議の実施方法の体制整備を随時行っていき
ます。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

地域ケア会議 
開催回数 

12回 19回 25回 25回 30 回 35回 

 

  

事業名 生活支援体制整備事業 所管 介護保険課 

現状 

地域ケア会議を活用し、生活支援体制整備に係る協議体【第１層（市域全体）協議体１か所、

第２層（日常生活圏域）協議体５か所】を設置し、地域の社会資源の把握及び創出するとと

もに、情報共有を図っています。また、協議体の会議で必要な社会資源等を抽出し、地域住

民の通いの場「えんがわ」を各日常圏域に１か所、計４か所開設しました。 

課題 

単身や夫婦のみの高齢者世帯が増加する中、支援を必要とする高齢者が増加することが予

測されていることから、介護予防や生活支援サービス事業を提供するため、令和７（2025）

年に向けて医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的な提供の仕組みづくりが必要と

なっています。また、社会資源の把握や地域の現状に応じた社会資源の創出が課題となって

います。 

施策の 

方針 

地域ケア地区別会議と生活支援体制整備を兼ねて、各地域の社会資源の把握や創出を引き
続き行っていきます。また、生活支援コーディネーターの活用を図り、各地域で必要な社会
資源や住民集いの場等、各地域に応じた地域づくりや体制整備を行い、施策へつなげます。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

協議体 

設置箇所 
なし 6か所 6か所 7か所 7 か所 7か所 

④ 生活支援体制整備事業 
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（３）任意事業 

① 家族介護等への対応 

介護保険制度の導入後も依然として根強い家族介護への支援要望に対応するため、家

族介護者へ慰労金を支給することにより、家族の経済的及び精神的な負担軽減を図りま

す。 
 

事業名 家族介護者等助成事業 所管 高齢者支援課 

現状 

１年を通じて介護サービス（年間７日までのショートステイの利用を除く。）を利用せず

に重度の要介護者（要介護４・５の方）を介護している家族に対し、年間 10 万円の慰労

金を支給しています。 

課題 
介護保険制度の浸透により支給対象者は減少していますが、在宅で要介護者を介護してい

る家族の支援策として、引き続き実施が必要です。 

施策の 

方針 
国の補助事業として今後も継続して実施します。 

実績と見込み 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

支給者数 3人 1人 2人 
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② 認知症高齢者に係る施策の推進 

高齢者の増加に伴い、特に重要性が増している認知症高齢者への取組を重点的に進め、

高齢者が自らの意思に基づき、自立し尊厳のある生活を送るとともに、家族介護者への

支援が図られるような環境づくりを推進します。 
 

事業名 認知症サポーター育成事業 所管 介護保険課 

現状 

認知症を理解し、認知症の方とその家族を見守る認知症サポーター養成について、市民２

万人を目標に、キャラバン・メイト#29による認知症サポーター養成講座を市民、小学生等

の学生、市役所職員等を対象に開催しました。また、令和元年度は、認知症の方と地域で

関わることが多いことが想定される小売業や金融機関を対象に開催し、累計 12,881人（令

和２年 10月現在）を養成しています。 

更に、認知症サポーター養成講座の講師となるキャラバン・メイトを増やすため、受講要

件を満たす方に対し、千葉県キャラバン・メイト養成研修を案内することでキャラバンメ

イトの養成につなげています。 

課題 

認知症の方への地域の理解が少ないことや講座への若い世代の参加が少ないこと、また、
認知症サポーター養成講座終了後のサポーターの役割が明確化していないことなどが課
題となっています。 
また、企業、小売業等においては、認知症サポーター養成講座の開催が難しい場合があり、
引き続き認知症サポーター養成の必要性等について説明し、御協力いただける企業等を増
やす必要があります。 
更に、認知症サポーターを養成するためには、認知症サポーター養成講座の講師となる
キャラバン・メイトを増やす必要があります。 

施策の 

方針 

認知症になっても住み慣れた地域で生活できるよう、認知症サポーター養成講座を地域住
民、民間企業、学生に対して実施し、認知症を正しく理解した応援者を増やすとともに、
認知症地域支援推進員や関係機関と連携し、認知症の方やその家族を見守る地域づくりを
推進します。 
また、認知症サポーターの役割を明確化するとともに、認知症総合支援事業として、認知
症の方やその家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みとして、
「チームオレンジ」の構築を目指します。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

認知症 
サポーター 
養成講座 
実施回数 

58 回 48回 40回 50回 50 回 50回 

認知症 
サポーター 
養成講座 
参加者数 

2,409人 2,309人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人 

キャラバン・
メイト 
養成研修 
受講者数 

11 人 9人 10人 12人 14 人 16人 
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事業名 成年後見制度の普及・啓発 所管 高齢者支援課 

現状 

認知症高齢者等に対する権利擁護の一環として、判断能力が不十分な高齢者や、身寄りの

ない認知症高齢者の権利擁護のため、市長が審判の申立てを行い、申立て費用や成年後見

人等に対する報酬の支払が困難な高齢者には費用の助成を行っています。 

課題 
身寄りのない認知症高齢者の増加により、成年後見制度の市長申立て及び成年後見人等に

対する報酬助成も増加傾向となっています。 

施策の 

方針 

高齢者が年々増加する中で、身寄りのない方や親族から疎遠になっている方が増え、今後

ますます市長申立ての需要が増加するものと考えられることから、関係機関と連携した相

談体制の充実強化を図ります。判断能力が不十分な高齢者等の申立てに要する費用の負担

及び成年後見人等の報酬に対する助成を行う成年後見制度利用支援事業の活用を推進し

ます。また、制度を担う市民後見人#47の養成を進めます。 

実績と見込み 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

申立件数 4件 4件 10件 

 

 

 

事業名 高齢者等を支え合うＳＯＳネットワーク事業 所管 高齢者支援課 

現状 認知症高齢者が徘徊
はいかい

等によって所在不明となった場合に、防災行政無線やまめメールなど

を利用して情報を発信し、早期発見や保護につなげています。 

課題 

防災行政無線の放送やまめメールの配信により、行方不明者の捜索依頼を行っています

が、徘徊
はいかい

を繰り返す方の捜索依頼もあることから、適切な介護サービスの利用につなげ、

徘徊
はいかい

を防止するための対策の検討が必要です。 

また、高齢者を保護した場合に一時的に収容するための施設の確保なども課題となってい

ます。 

施策の 

方針 

防災行政無線やまめメールによる捜索依頼時には、多くの市民の協力を得るため、啓発活

動を行うとともに、徘徊
はいかい

を繰り返す方については、地域包括支援センターやケアマネ

ジャー等と継続して実施します。 

また、保護した高齢者を一時的に収容するための施設の確保等について検討します。 

実績と見込み 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

利用件数 28件 28件 30件 
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事業名 徘徊
はいかい

高齢者#97家族支援サービス事業 所管 高齢者支援課 

現状 徘徊
はいかい

高齢者を介護する家族にＧＰＳ#131 発信機を貸与し、徘徊
はいかい

があった場合にＧＰＳ発信

機で居場所を家族が確認して、早期発見や事故防止を図っています。 

課題 

徘徊
はいかい

高齢者がＧＰＳ発信機を身体から外して徘徊した場合は居場所の確認ができないこ

とから、防災行政無線やまめメールによる捜索には、多くの市民の協力を得る必要があり

ます。また、ＧＰＳ発信機以外の徘徊
はいかい

高齢者の発見につながる対策の検討が必要です。ま

た、ＧＰＳ発信機以外の徘徊
はいかい

高齢者の発見につながる対策の検討が必要です。 

施策の 

方針 

認知症高齢者がＧＰＳ発信機を身体から外して徘徊
はいかい

した場合は、ＧＰＳ発信機で居場所を

確認できないことから、防災行政無線やまめメールによる捜索依頼時には、多くの市民の

協力を得るため、啓発活動を実施します。 

また、安心カードの配布などＧＰＳ発信機以外の徘徊
はいかい

高齢者の発見につながる対策につい

て検討します。 

実績と見込み 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

貸与件数 2件 1件 2件 

 

 

③ 在宅サービスの適切な提供 

在宅サービスについて、市民の需要に十分に対応できるよう、民間サービス事業者の

参入促進や人材の確保・育成、サービス提供事業者への指導、制度の周知徹底などを行

うとともに、不正等のないよう監督し、必要な施策を推進します。 

事業名 配食サービス事業 所管 高齢者支援課 

現状 
65歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、調理が困難な方に１日１回（夕食のみ）

食事の配達を行い、食生活の改善を図るとともに、配達時に安否確認を行っています。 

課題 事業を必要としている方を的確に把握していくため、事業の周知を図る必要があります。 

施策の 

方針 
事業を必要としている方や介護事業所等に事業の周知を図る必要があります。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

利用者数 229 人 220人 230人 230人 230 人 230人 

延配食数 22,782 食 20,601食 22,000食 22,000食 22,000 食 22,000食 
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④ 施設サービス及び地域密着型サービスの適切な運営の推進 

施設サービス及び地域密着型サービスは、在宅での生活が困難になった要介護者等が、

介護保険施設や地域密着型サービス施設に入所して受けるサービスで、苦情や不満等の

未然防止及び身体拘束等の不正がないよう監督し、必要な施策を推進します。 

事業名 介護相談員#13制度の推進 所管 高齢者支援課 

現状 

介護相談員は、事業所への訪問を行い、利用者から介護サービスに関する苦情や不満等を

聞き、サービス提供者や行政との間に立って、問題解決に向けた手助けを行っています。 

また、介護相談員から市へ虐待や身体拘束と考えられる事例の報告があった場合には、市

は、利用者の安全の確認と確保を第一に考え、関係機関と連携をとり迅速な対応を取りま

す。 

課題 

現在、定員 10 人として、民生委員児童委員に登録をお願いしており、事業所が増加した

場合は、２から３か月に１回の訪問を維持するために相談員の増員を検討する必要があり

ます。 

施策の 

方針 
対象となる事業所が増加した場合、介護相談員の増員を検討する必要があります。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

介護相談員数 10 人 10人 9人 10人 10 人 10人 

延訪問回数 230 回 193回 9回 115回 240 回 240回 
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◆健康増進活動の推進 

 「健康日本21(第二次)」、「健康ちば21(第２次)」との整合を図りつつ、「野田市健康づ

くり推進計画21（第２次）」に基づく健康づくり活動及び寝たきり予防対策を進めます。 

 「健康日本21(第二次)」に示された「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」、「生活習慣病

の発症予防と重症化予防の徹底」、「社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上」、

「健康を支え、守るための社会環境の整備」及び「生活習慣の改善及び社会環境の改善」

の五つの基本方針に基づき、市民自らの健康づくり運動として展開していきます。 

 

事業名 寝たきり予防対策（健康づくり）事業の推進 所管 保健センター 

現状 「寝たきりは予防できる」という健康づくりの意識づけを目指して実施しました。 

課題 
市民の健康に関する意識を高めるために、継続的、定期的に実施していく必要がありま

す。 

施策の 

方針 

市民の健康に関する意識を高めるために、各種事業を通じて継続的、定期的に実施してい

く必要があります。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

講演会 
参加人数 

53 人 0人 30人 50人 50 人 50人 

キャンペーン 
実施回数 

4 回 2回 1回 2回 2回 2回 

参加者数 1,297人 1,030人 30人 800人 800 人 800人 
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◆地域密着型サービスの適切な提供 

地域密着型サービスは、介護が必要となっても住み慣れた地域で生活が続けられるよう

に、日常生活圏域ごとに市が整備計画を策定した上で、事業所指定や指導監督などを行い、

利用者は原則的には市民に限定され、地域に根付いた適正なサービスが提供できるよう整

備を進めています。 

 

■地域密着型サービスの概要 

種 別 定員等 サービス内容 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護#72 

（小規模特別養護老人ホーム） 

29人以下 

常に介護が必要であり、在宅での生活が困

難な方が入所する施設で、食事、入浴、排

せつなどの日常生活の介護や健康管理を行

います。 

認知症対応型共同生活介護 

(認知症グループホーム)#92 

３ユニット定員 

27人以下 

(１ユニット５人

以上９人以下） 

比較的安定した状態にある要支援２以上の

認知症の方を対象にした入所施設で、要介

護者等が共同生活の中で入浴、食事等や機

能訓練#28を行います。 

認知症対応型通所介護 

（認知症デイサービス）#93 

１日利用定員 

12人以下 

比較的安定した状態にある認知症の要介護

者が通所しながら、入浴、食事等日常生活

上の世話及び機能訓練を行います。 

小規模多機能型居宅介護 
登録定員 

29人以下 

居宅の要介護者を対象に通いを中心に利用

者の選択に応じて訪問や泊まりのサービス

を組み合わせて多機能なサービスを提供し

ます。 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
― 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護
#108が密接に連携しながら、短時間の定期巡

回と随時対応を行います。 

看護小規模多機能型居宅介護 

（複合型サービス） 

登録定員 

29人以下 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み

合わせたサービスにより、介護と看護サー

ビスの一体的な提供を行います。 

地域密着型通所介護#74 

（小規模デイサービス） 

登録定員 

18人以下 

小規模で生活圏域に密着した通所介護施設

で、食事、入浴、排せつなどの日常生活上

の世話や、機能訓練などを日帰りで行いま

す。 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
29人以下 

小規模な有料老人ホームなどで、入居して

いる方に、入浴などの介護や機能訓練及び

療養上の世話を行います。 
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事業名 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（小規模特別養護老人ホーム） 
所管 高齢者支援課 

現状 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム）は第７期期間

中に養護老人ホームから 14人分を転換し、第７期末時点の利用可能な施設数は２か所（定

員 49人）となっています。 

課題 

１施設の事業規模が小さく、入所対象者が基本的に野田市住民に限られることを踏まえた

上で、待機者数、介護人材の不足や利用者の確保による事業運営の安定化を考慮し、今後

の整備を検討していく必要があります。 

施策の 

方針 

利用可能な施設は２施設（定員 49 人）であることから、事業者から整備意欲がある場合

には、既存施設の利用状況を見据えた上、対応するものとします。 

 

事業名 認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム） 所管 高齢者支援課 

現状 
認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）は第７期末時点の整備数は７か所（定
員 90人）となっています。 

課題 
介護人材の不足や利用者の確保による事業運営の安定化を考慮し、今後の整備を検討して

いく必要があります。 

施策の 

方針 

認知症高齢者の増加に対応するために、既存施設の待機者数の推移及び介護人材の確保等

を見据えた上、対応するものとします。 

 

事業名 認知症対応型通所介護（認知症デイサービス） 所管 高齢者支援課 

現状 
認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）は第７期末時点の利用可能な施設数は１か
所（定員 12人）となっています。 

課題 

今後、認知症高齢者数の増加が見込まれますが、認知症に対応したサービスの内容の周知

を図りつつ、介護人材の不足や利用者の確保による事業運営の安定化を考慮し、今後の整

備を検討していく必要があります。 

施策の 

方針 

第７期期間中に１施設が休止となっていることから、７期末時点の利用可能な施設は１施

設（定員 12 人）であるため、事業者から整備意欲がある場合には、既存施設の利用状況

を見据えた上、圏域バランスを考慮し対応するものとします。 

 

事業名 小規模多機能型居宅介護 所管 高齢者支援課 

現状 
小規模多機能型居宅介護は第７期末の利用可能な施設は１か所（定員 25 人）となってい
ます。 

課題 
24時間対応の「施設から在宅へ」の実現に向け重要なサービスであることから、今後、整

備を促進していく必要があります。 

施策の 

方針 

利用可能な施設は１施設（定員 25 人）であることから、事業者から整備意欲がある場合

には、既存施設の利用状況を見据えた上、圏域バランスを考慮し対応するものとします。 
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事業名 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 所管 高齢者支援課 

現状 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は７期期間中の増減はありませんでしたので、第７期

末時点では１か所の整備となっています。 

課題 
医療対応可能な 24時間サービスであり、「施設から在宅へ」の実現に向け重要なサービス

として、今後、整備を促進していく必要があります。 

施策の 

方針 

利用可能な施設は１施設であることから、利用者については推移を見込み、事業者から整

備意欲がある場合には、圏域バランスを考慮し対応するものとします。 

 

事業名 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 所管 高齢者支援課 

現状 
看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）は７期期間中の増減はありませんでした

ので、第７期末時点では、１か所（定員 29人）の整備となっています。 

課題 
24時間対応の「施設から在宅へ」の実現に向け重要なサービスであることから、今後、整

備を促進していく必要があります。 

施策の 

方針 

利用可能な施設は１施設（定員 29 人）であることから、利用者については現状定員での

推移を見込み、事業者から整備意欲がある場合には、他の日常生活圏域において、圏域バ

ランスを考慮し対応するものとします。 
 
 

事業名 地域密着型通所介護（小規模デイサービス） 所管 高齢者支援課 

現状 
第７期期間中には、４か所整備を行い、１か所通所介護へと移行し、７期末時点では、３

か所となります。 

課題 
18人以下の小規模で地域に根ざした事業として運営していく中で、介護人材の不足や利用

者の確保による事業運営の安定化を考慮し、今後の整備を検討していく必要があります。 

施策の 

方針 

介護保険法に規定される地域密着型通所介護のサービス量について、見込量に達しないと

見込まれる際に、地域密着型通所介護の指定の申請があった場合は、審査し指定していき

ます。 

 

事業名 地域密着型特定施設入居者生活介護#81 所管 高齢者支援課 

現状 
第７期期間中には、事業者からの協議があり、中央・東部地区に１か所（定員 27 名）の

整備となっています。 

課題 
29 人以下の小規模で地域に根ざした事業として運営していく中で、介護人材の不足や利用者

の確保による事業運営の安定化を考慮し、今後の整備を検討していく必要があります。 

施策の 

方針 

事業者から整備意欲がある場合には、他の日常生活圏域において、圏域バランスを考慮し、

対応するものとします。 
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◆施設サービスの適切な提供 

施設サービスは、在宅での生活が困難になった要介護者が、介護保険施設に入所して受

けるサービスで、特別養護老人ホームを始め、介護老人保健施設、介護医療院があります。 

 介護老人保健施設及び介護医療院は、利用状況に大きな変化は見られませんが、原則新

規入所者を要介護３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度要介護者を支え

ることに重点化された特別養護老人ホームは、近年の高齢者人口の増加に伴い、令和２年

７月現在で、申込待機者は463人となっています（このうち、要介護３以上は377人）。 

国は令和２（2020）年代初頭までに家族の介護を理由とした離職の防止を図るべく、介

護離職ゼロを推進していくこととしており、必要な介護サービスの確保と、働く環境改善・

家族支援を両輪として取り組んでいます。その一方で全国的に既に減少に転じている生産

年齢人口は、令和７（2025）年以降更に減少が加速するとされており、介護人材の確保が

ますます厳しい状況となることが予想されています。 

このような状況において、市では、在宅での介護の負担をできるだけ減らせるよう、申

込待機者のうち、より緊急性の高い待機者を集計し、整備を検討することといたしました。 

 

【第８期野田市シルバープランで市が位置付けた緊急性の高い待機者】 

 第８期では、第７期における緊急性の高い待機者の考え方を承継し、病院、施設、サー

ビス付き高齢者向け住宅等で生活されている方は、ひとまず支援の場が確保されているこ

とから対象から除き、独居、夫婦、更に介護離職ゼロの観点から同居家族のいる場合の在

宅で生活され、かつ、要介護３以上の方を緊急性の高い待機者として集計します。 

事業名 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）#24 所管 高齢者支援課 

現状 

第７期中は、新規の特別養護老人ホーム 70床の整備を行い、現在 11施設 841床を確保し

ています。 

第７期中は、多くの施設が介護人材不足により職員確保に苦慮している状態で、この傾向

は今後も続くものと考えられる一方で、入所資格が原則要介護３以上と重度化が進んだ影

響もあって、既存施設の新規入所者が増えてきており、市内の施設全体で、令和元年度は

242人、令和２年度上半期は 111人が新規に入所しています。 

課題 

待機者解消及び介護離職ゼロに向けた施設整備が求められており、待機者数の推移、既存

施設の入所状況、介護人材の不足や利用者の確保による事業運営の安定化を考慮し、今後

の施設整備を検討していく必要があります。 

施策の 

方針 

施設への早期の入所を必要とする緊急性の高い待機者を推計すると、令和２年度は 171人

となり、これを令和５年度の要介護者３以上の推計数で換算すると 189 人となりますが、

待機者の中には、予約的な意味合いで申し込んでいる方もいるため、待機者アンケートに

おいて「ただちに入所できないと非常に困る」、「なるべく早く入所できるほうが良い」と、

早期の入所を希望した割合が待機者の約 45％となっていることを踏まえ、189人の約 45％

に当たる 90人を緊急性の高い待機者と捉えることとします。 

現状、施設入所は年間 200 人程度の入所ができていることから、この 90 人は長期間の待

機なしに入所できると考えられるため、原則として、第８期中に新規整備は行わないこと

とします。ただし、待機者数の推移その他の状況を見据えた上で、必要がある場合は、新

規に 90床の計画を立て、対応することとします。 
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事業名 介護老人保健施設 所管 高齢者支援課 

現状 
介護老人保健施設は７期期間中の増減はありませんでしたので、第７期末時点も４か所

（定員 424人）となっています。 

課題 
施設利用者の在宅への復帰の状況、介護人材の不足や利用者の確保による事業運営の安定

化を考慮し、今後の状況を注視していく必要があります。 

施策の 

方針 

離床者数は、ほぼ横ばいの状況であり、今後も同様の状況が続くと予想されることから、

第８期で新たに整備する計画はありません。 

 

事業名 介護医療院 所管 高齢者支援課 

現状 
第７期期間中に介護療養型医療施設から介護医療院への転換が完了しました。１か所（定

員 52人）となっています。 

課題 
医療と日常生活の場として今後の動向を見極め、介護医療院のあり方を検討していく必要

があります。 

施策の 

方針 

入所者数は、ほぼ横ばいの状況であり、今後も同様の状況が続くと予想されることから、

第８期で新たに整備する計画はありません。 
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◆介護保険制度の円滑な運営 

（１）介護サービス事業者等への感染症等の対策・支援 

事業名 介護サービス事業者等への感染症等の対策・支援 所管 

高齢者支援課/ 

介護保険課/ 

保健センター/ 

防災安全課 

現状 
台風等の災害や新型コロナウイルス等による感染症の流行により、市及び介護サービス事

業者等における災害・感染症対策の構築が急務となっています。 

課題 
介護サービス事業者等に対する災害・感染症対策の周知や実施状況の確認を行う必要があ

ります。 

施策の 

方針 

介護サービス事業者等への実地指導や集団指導等において、災害・感染症対策について指

導していきます。 

地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設に対しては、洪水時の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために避難確保計画の作成・避難訓練の実施が求められており、計画に基

づく避難訓練の実施や未提出の事業所に対する計画の策定を指導します。 

また、災害や感染症等の流行が発生した際、必要な備品等を介護サービス事業者等へ配布

する体制を明確化し、より迅速な対応ができるようにしていきます。 

 

（２）その他 

事業名 
要介護認定・要支援認定の迅速性、公平性を図るため

のシステムの推進 
所管 介護保険課 

現状 
申請から認定までの期間を減少させるため、令和元年度より訪問調査員を 12 名とし、認

定調査#95の体制の強化を図りました。 

課題 申請から認定までの期間が 30日を超えています。 

施策の 

方針 
申請から認定までの期間を 30日以内にできるよう事務の合理化等を推進します。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

認定申請数 7,137件 6,831件 5,594件 7,808件 8,333件 8,141件 

審査件数 6,780件 6,565件 5,600件 7,500件 8,130件 7,840件 

認定件数 6,866件 6,597件 5,650件 7,660件 8,270件 8,040件 

認定審査会 
開催数 

183 回 162回 140回 186回 194 回 190回 
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事業名 介護事業者協議会等の運営 所管 介護保険課 

現状 
介護事業者協議会及び介護支援専門員協議会の全体会及び理事会に事務局として参加し、

両協議会との連携を図りました。 

課題 
災害や感染症の流行等が発生した際に、両協議会との適切かつ迅速に対応できるような枠

組みの構築が不十分です。 

施策の 

方針 

今後ともこれらの協議会と協力して、更なる介護サービス等の資質の向上を目指し、円滑

な介護保険制度の運営に努めます。 

実績と推計 
平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 

令和３年度 

（推計） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

介護事業者 

協議会 

開催数 

全体会 4回 3回 1回 4回 4回 4回 

理事会 11回 10回 5回 11回 11回 11回 

介護支援専

門員協議会

開催数 

全体会 6回 6回 3回 6回 6回 6回 

理事会 12回 12回 10回 12回 12回 12回 

 

事業名 介護保険制度についての幅広い広報の実施 所管 介護保険課 

現状 
介護保険制度の改正や介護保険料等を盛り込んだパンフレットを市公共施設に配架しま
した。また、市ホームページにより、介護保険の情報を周知しています。 

課題 
パンフレットやホームページ等を活用し、より広く周知をすることが必要となっていま

す。 

施策の 

方針 

新たに導入された制度や保険料等を盛り込んだパンフレットを作成し、全戸に配布しま

す。また、シルバーリハビリ体操パンフレット、介護サービスマップ、リーフレット等も

作成するほか、市報に制度内容を掲載するなど、より一層の周知徹底を図ります。 
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事業名 低所得者等への対応 所管 介護保険課 

現状 

市報、ホームページ、パンフレット等により、介護保険料の減免制度や介護サービス利用

料の内容を周知しています。また、東日本大震災による被災者減免（国の特例措置）を継

続します。低所得者保険料軽減（国の軽減措置）については、令和元年 10 月からの消費

税増税に伴い第１段階から第３段階の軽減割合を更に拡充し実施しています。また、新型

コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し介護保険料の納付が困難になった被保

険者について、国が示す基準のとおり減免を行いました。 

課題 
市報やパンフレット等を通じて対象者に減免措置や軽減制度の内容を周知徹底するとと
もに、真に減免等が必要な方の把握が必要です。 

施策の 

方針 

風水害等の災害や感染症の流行等の不測の事態に対し、保険料減免等の措置が迅速に対応

できるよう、今後も周知を継続していくとともに、真に必要な方に実施することができる

ように努めます。 

実績と見込み 
平成 30 年度 
（実績） 

令和元年度 
（実績） 

令和２年度 
（見込み） 

令和３年度 
（推計） 

令和４年度 
（推計） 

令和５年度 
（推計） 

保険料減免 1名 1名 56名 － － － 

サービス利用料

軽減 
8名 4名 6名 － － － 

 
■利用料の軽減の実施方法 

区 分 対象サービス 要 件 

社会福祉法人等に

よる利用者負担額

軽減事業 

・訪問介護 

・通所介護 

・短期入所生活介護※ 

・認知症対応型通所介護※ 

・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※ 

・夜間対応型訪問介護#120 

・地域密着型通所介護 

・地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 

・介護福祉施設サービス 

・第１号訪問事業 

・第１号通所事業 

１ 生活保護を受給している者 

２ 住民税世帯非課税であって、次の要

件全てに該当する者のうち、その者の

収入や世帯状況、利用者負担等を総合

的に勘案し、生計が困難であると野田

市が認めた者。 

①年間収入が単身世帯で150万円以下で

あること。（世帯員が１人増えるご

とに50万円を加算） 

②預貯金等の額が単身世帯で350万円以

下であること。（世帯員が１人増え

るごとに100万円を加算） 

③日常生活に供する資産以外に活用す

る資産がないこと。 

④負担能力のある親族等に扶養されて

いないこと。 

⑤介護保険料を滞納していないこと。 

特定居宅サービス

等利用者負担額軽

減事業 

・社会福祉法人等以外で行う

居宅サービス 

※介護予防サービスを含む。 
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事業名 介護保険料滞納者対策の推進 所管 介護保険課 

現状 

電話や文書による催告と並行して財産調査を実施しています。滞納者の現状を把握した

上で分納等の相談に応じていくとともに、積極的に滞納処分も行っています。また、納

期を過ぎた介護保険料については、延滞金を加算しています。なお、介護保険料の滞納

又は不納欠損となった被保険者には、給付制限を行っています。 

課題 
滞納者の中には度重なる催告にも応じない方も多数おり、今後の徴収率の向上が課題と

なっています。 

施策の 

方針 
収税課を主体に今後も催告や滞納処分を行い、徴収率の向上に努めます。 

 

■介護保険料の徴収率 

区分 特別徴収 普通徴収 計 

平成 30年度 100.00％ 91.35％ 99.24％ 

令和元年度 100.00％ 93.52％ 99.45％ 

 

■介護保険料の滞納状況 

区分 
第１号被保険者数 

（A） 

滞納者数 

（B） 

滞納者割合 

（B/A×100） 

平成 30年度 46,345人 1,298人 2.8％ 

令和元年度 46,989人 919人 2.0％ 
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３ 介護給付適正化計画 

（１）考え方 

 介護給付費の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に

必要とする過不足のないサービスを事業者が適切に提供できるよう促すことであり、適切

なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、

持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。 

 

（２）適正化事業の推進 

 本市では、第７期計画期間中に介護給付費適正化主要５事業のうち、ケアプラン点検、

縦覧点検・医療情報との突合及び会議給付費通知の３事業に取り組むとしていました。 

受給者が可能な限り、住み慣れた地域で能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ようにするとともに、限られた資源を効率的かつ効果的に活用するために更なる適正化事

業の推進が必要です。 

そこで第８期計画期間では、介護給付費適正化主要５事業に取り組んでいきます。 

 

（３）介護給付費適正化主要５事業の取組 

① 要介護認定の適正化 

  ア 事業の内容 

指定居宅介護支援事業者、施設又は介護支援専門員が実施した認定申請に係る認定

調査の内容について、訪問又は書面等の審査により点検することにより、個々の受給

者の状態に合った要介護認定を目指します。 

  イ 実施方法及び目標 

認定調査の内容について、調査後及び介護認定審査会#14委員への配付前に全ての調

査票の確認を行い、疑義が生じた調査内容については、訪問又は調査員への聞き取り

等の方法により点検します。 

 

② ケアプラン点検 

  ア 事業の内容 

介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画#９又は介護予防サービス計画の記

載内容について、事業者からの資料提出又は訪問調査等による点検及び支援を行うこ

とにより、個々の受給者が真に必要とするサービスを確保することを目指します。 

  イ 実施方法及び目標 

   市内の全居宅介護支援事業所#34に対し、第８期計画期間中に最低１回のケアプラン点

検を実施します。 
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③ 住宅改修#52・福祉用具実態調査 

  ア 住宅改修の点検 

(ｱ) 事業の内容 

改修工事を行おうとする受給者宅の実態、工事見積書の点検及び改修後の施工状

況等を点検することにより、真に必要とするサービスの確保を目指します。 

(ｲ) 実施方法及び目標福祉用具購入調査 

居宅介護住宅改修の申請を受け、リハビリテーション専門職の知見に基づき改修

工事を施工する前の工事見積書の点検及び施工前写真等の確認を行うとともに、施

工後に竣工写真等により住宅改修の施工状況等を点検します。また施工前の点検の

際には提出書類や写真からは現状が分かりにくい、又は工事内容が受給者の身体状

況に適合しているか疑義があるケースなどは、受給者宅を訪問し実態確認を行いま

す。 

  イ 福祉用具購入調査 

(ｱ) 事業の内容 

福祉用具購入申請時において、福祉用具利用者の状態を訪問又はケアマネジャー

等への聞き取り等により把握することにより、福祉用具の必要性について確認し、

真に必要とするサービスを確保することを目指します。 

(ｲ) 実施方法及び目標 

福祉用具購入申請時において、福祉用具が必要な理由と福祉用具利用者の認定調

査状況を確認し、疑義がある申請についてはケアマネジャー等に確認又は福祉用具

利用者に対して訪問調査を行い、福祉用具の必要性や利用状況等を確認します。 

④ 縦覧点検・医療情報との突合 

  ア 縦覧点検 

(ｱ) 事業の内容 

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況を確認し、提供されたサービ

スの整合性及び算定回数・算定日数等の点検を行うことにより、請求内容の誤り等

を早期に発見し適切な給付を目指します。 

   (ｲ) 実施方法及び目標 

次の５帳票を中心に縦覧点検を行います。 

    ・重複請求縦覧チェック一覧表 

    ・算定期間回数制限チェック一覧表 

    ・居宅介護支援#33請求におけるサービス実施状況一覧表 

    ・軽度の要介護者にかかる福祉用具貸与#103品目一覧表 

    ・要介護認定有効期間の半数を超える短期入所受給者一覧 
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イ 医療情報との突合 

(ｱ) 事業の内容 

医療担当部署との連携体制の構築を図りつつ、受給者の後期高齢者医療及び国民

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を防ぎます。 

   (ｲ) 実施方法及び目標 

医療担当部署と連携し、毎月帳票の点検を行います。点検の結果、医療と介護の

重複請求の疑義がある請求については各事業所に連絡及び確認を行います。 

 

⑤介護給付費通知 

  ア 事業の内容 

   受給者に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用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し、適正な請求に向けた抑制効果

を上げます。 

  イ 実施方法及び目標 

介護保険サービス受給者に対し、直近３か月分の介護保険サービスの利用実績を通

知します。 
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