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第４章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念 

（１）平成37年（2025年）の超高齢社会を見据えて  

本市において、総人口が減少する中、高齢者人口は増加してきました。それに伴い、高齢

化率も上昇し、平成29年（2017年）には28.0％となっています。平成30年（2018年）

以降、高齢者人口の増加はゆるやかになるものの、平成32年（2020年）には前期高齢者

人口を後期高齢者人口が上回り、平成37年（2025年）には、高齢者人口のうち、後期高

齢者人口の占める割合が６割を超える見込みとなっています。 

超高齢社会を迎えた今、高齢者の経験を活かし活躍できる場や仕組みづくりに努め、高齢

者が生涯にわたって健康でいきいきと住み慣れた地域で自分らしく自立した生活を営むこ

とができる地域社会の実現が一層重要となります。 

この実現のためには、まず、心身ともに健康であることが重要であり、健康づくりや介護

予防、生きがいづくりに関する施策に力を入れつつ、高齢者の主体的な参画のもと、それぞ

れの活動や取組が有機的に関わり、発揮できるように様々な支援を行っていきます。 

また、支援が必要となっても、高齢者の尊厳が守られ、高齢者がその人らしく生活するこ

とができるよう、医療、介護、予防、生活支援、住まいが連携し一体的に提供していく仕組

みに、社会参画、生きがいを加えた「宇治方式地域包括ケアシステム」の推進を図っていき

ます。 

地域包括ケアシステムの推進を図っていくには、高齢者だけでなく地域のあらゆる住民も

役割を持ち、支え合いながら、活躍できるよう、地域共生社会を見据えた地域コミュニティ

の実現に努めることが重要です。そのために、公的な支援だけでなく、保健・医療・福祉な

どの関係機関や団体とも連携した地域のネットワークの強化を進めていきます。また、中重

度の要介護者であっても住み慣れた地域での生活を最期まで続けることができるよう、医療

と介護の連携を強化するとともに、地域密着型サービスの普及・充実、訪問系サービス及び

医療系サービスの充実を図っていきます。 

こうした考えに基づき、高齢者が主体的な生き方を尊重され、生涯にわたって安心して暮

らすことができ、地域社会の中で自らの知識と経験を活かして、社会的な役割を果たすこと

ができる超高齢社会の実現に向けて、本計画に定める高齢者保健福祉施策及び介護保険施策

を推進していきます。 
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■宇治方式地域包括ケアシステム・平成37年（2025年）の本市の目指すべき姿 

  平成３７年（２０２５年）の本市の目指すべき姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 予防 
 介護 

 医療 

スポーツで体を動かすなどの健康づくりや生活習

慣病の予防に取り組むとともに、介護予防教室等

に通い、健やかで充実した生活を送っています。  

介護が必要になっても医療

を含めた様々なサービスを

利用しながら安心して快適

な生活を送っています。 

身近なところに相談窓口があ

り、自分に合った必要なサー

ビスや支援（生活支援・見守

り）を受けています。 

 住まい 

 生きがい 

 社会参画 

高齢者一人ひとりが、尊厳

を保ちその人らしく自立

した生活を送っています。 

今までの知識や経験を活か

して生きがいを持った生活

を送っています。 

様々な社会参加を通じて、

地域社会の担い手として

互いに助け合い、支え合っ

て暮らしています。 

それぞれの生活課題に即

応した住まい方が、住み

慣れた地域で続けること

ができています。 

 

宇治方式地域包括ケアシステムの実現  
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■宇治方式地域包括ケアシステムにおける各ネットワークのイメージ 

市（健康長寿部・
福祉こども部など）

府（保健所など）

保健・医療・福祉の
職域団体

介護サービス事業者
連絡会

介護支援専門員連絡会

法律専門機関

宇治久世医師会

宇治久世歯科医師会

城南薬剤師会・
宇治久世薬剤師会

京都府歯科衛生士会

自治会・町内会・
連合町内会

民生児童委員協議会

宇治市社会福祉協議会

警察署・消防署

学識経験者

宇治市地域包括
支援センター

宇治市福祉サービス
公社

京都地域包括ケア
推進機構

宇治・久御山防犯
推進委員連絡協議会

関係団体ネットワーク

京都府栄養士会

高齢者の暮らしを支える地域のネットワーク

高齢者本人

見守り・課題の発見・支援

家族
近隣
住民

友人

消防団 交番

家族の会ＮＰＯ・
ボランティア

会社・商店
スーパー
コンビニ等

防犯推進
委員

介護支援
専門員

地域密着型
サービス
事業者

介護サービス
事業者

医師・
医療機関

自治会・
町内会

老人クラブ
（喜老会）

民生児童
委員

学区福祉
委員

介護
相談員

宇治市地域包括支援センター

コーディネート 総合相談

分野別ネットワーク
課題に対処する専門機関ネットワーク

生活支援
ネットワーク

社会参加・生きがい・介護予防・健康づくり

つなぐ 連携

支援 連携 つなぐ 連携

認知症
コーディネーター

生活支援コーディネーター

支援 連携

連携

医療と介護の
ネットワーク

認知症対応
ネットワーク

高齢者
虐待防止
ネットワーク

 

高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するため、高齢者の暮らしを支える地域のネット

ワークがあります。分野ごとの専門的な課題は、分野別ネットワーク・課題に対処する専門

機関ネットワークと連携し取り組みます。また、それらのネットワークを支援・連携する形

で、関係団体のネットワークがあります。 
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国が示す地域包括ケアシステムは、「介護」「医療」「福祉」という専門的なサービス（葉）

と、その前提としての「住まい」（植木鉢）と「介護予防・生活支援」（土）が相互に関係し、

連携しながら在宅の生活を支えています。これらの連携を図示すると以下のとおりとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「自助・互助・共助・公助」からみた地域包括ケアシステム 

 自助・互助・共助・公助から、地域包括ケアシステムを整理すると以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■地域包括ケアシステムの５つの構成要素 

 

＜出典＞【平成25年3月 地域包括ケア研究会報告書】 

  

  

自助 互助 

共助 公助 

■当事者団体による取組 
■高齢者によるボランティア・
生きがい就労 

■ボランティア活動 
■住民組織の活動 

■ボランティア・住民組織の
活動の公的支援 

■一般財源による高齢者
福祉事業等 

■生活保護 
■人権擁護・虐待対策 

■介護保険に代表される社会
保険制度及びサービス 

■自分のことを自分でする 
■自らの健康管理（セルフケア） 
■市場サービスの購入 

「自助・互助・共助・公助」からみた地域包括ケアシステム 

《本人の選択と本人・家族の心構え》 
・地域生活の継続を選択するにあたっては、「本人の選

択」が最も重視されるべきであり、それに対して、

本人家族が理解し、そのための心構えを持つことが

重要。 

《住まいと住まい方》（植木鉢） 
・生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と

経済力にかなった住まい方が確保されていることが地域

包括ケアシステムの前提。高齢者のプライバシーと尊厳が

十分に守られた住環境が必要。 

《介護予防・生活支援》（土） 
・要支援者に対する介護予防は生活支援と一体的に、住民自

身や専門職以外の担い手を含めた多様な主体による提供

体制へと移行された。 

・軽度者向けの予防活動の多くは、自助や互助などの取組を

通して社会参加の機会が確保され、それぞれの人の日常生

活の中で生活支援や介護予防の機能が発揮される。 

《介護・医療・福祉》（葉） 
・個々人の抱える課題にあわせて「介護･リハビリテーショ

ン」「医療・看護」「保健・福祉」が専門職によって提供さ

れる（有機的に連携し、一体的に提供）。 

 

＜出典＞ 

【三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」

（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成27年度厚生労働省老人

保健健康増進等事業、2016年】 
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（２）平成29年度（2017年度）介護保険制度改正の主な内容について 

今回の介護保険制度改正では、高齢者の「自立支援」と要介護状態の「重度化防止」、地

域共生社会の実現を図るとともに、介護保険制度の持続可能性を確保することに配慮し、

サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることを目的に、以下のよ

うな改正が行われます。この改正点を踏まえて、各施策を立案します。 

 

 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化 

○全市町村が保険者機能を発揮し、高齢者の自立支援（介護予防）・重度化予防に取

り組むよう、介護保険事業計画の策定にあたり、「国から提供されるデータ分析を

実施」「計画に介護予防・重度化防止などの目標を記載」「要介護状態の維持・改

善度合いや地域ケア会議の開催状況などの実績評価」「結果の公表」のＰＤＣＡサ

イクルを制度化 

○実績評価に応じて交付金を出すなど、財政的なインセンティブを付与 

 ②医療・介護の連携 

  ○介護療養病床の新たな転換先として、介護保険施設サービス類型の中に「介護医   

療院」を創設 

○介護療養病床の廃止期限が平成35年（2023年）まで延長 

③地域共生社会の実現 

  ○介護サービスと障害福祉サービスを一体的に提供する「共生型サービス」を介護

保険サービスの一類型として新たに創設 

 ○地域福祉計画策定の努力義務化 

 

 

２ 介護保険制度の持続可能性の確保 

 ①現役並み所得者については、介護保険の利用者負担を３割に引き上げ 

 ②40歳から64歳の人が支払う第２号被保険者の保険料について、「加入者の数に応じ 

た負担」から「報酬額に比例した負担」に改正 
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３ その他 

＜地域包括支援センター＞ 

  ①事業の自己評価、質の向上を義務付け 

  ②市町村に、地域包括支援センター事業の評価を義務付け 

＜認知症施策の推進＞ 

  ①新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）

を介護保険制度に位置付ける 

＜居宅サービス事業者等の指定に関する保険者の関与強化＞ 

  ①事業者指定に関し、市町村が意見を言える仕組み 

  ②地域密着型通所介護が計画値に達している場合等に事業所の指定を拒否できる仕

組み 

＜介護保険適用除外施設の住所地特例の見直し＞ 

  ①介護保険適用除外施設（障害者支援施設等）から介護保険施設等に入所した場合、

適用除外施設入所前の市町村を保険者とする 
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（３）基本理念  

本計画は、第３期計画からの基本理念を継承しつつ、これまでの取組から継続している課

題や現在直面している課題、介護保険制度の改正などを踏まえるとともに、中・長期的な視

点に立ち、平成37年（2025年）を見据えた宇治方式地域包括ケアシステムの一層の推進

を目指し、以下の３つを基本理念とします。 

  

 

① ふれあいと支え合いのまちづくり 

② 自分らしく生涯健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

③ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 
 

 

また、基本理念を実現するための方策として、それぞれに重点施策を位置付け、取り組ん

でいくこととします。 

 

 

相互扶助の精神のもと、高齢者がその人らしく地域において住民同士の助け合いや支え

合いによって暮らせるよう、地域包括支援センターをはじめとする保健・医療・福祉など

の関係機関や団体と連携した地域のネットワークづくりを進めます。 

以下の重点施策により、“ふれあいと支え合いのまちづくり”を目指します。 

 

 

ふれあいと支え合いの 

まちづくり 

（１）地域包括ケアの推進 

（２）地域包括支援センターの機能の充実 

（３）在宅医療・介護連携の推進 

（４）認知症の人及び家族・介護者への支援 

（５）生活支援体制づくりと在宅生活の支援の充実 

（６）地域における災害支援 

（７）高齢者の尊厳への配慮と権利擁護の充実 

 

  

① ふれあいと支え合いのまちづくり 
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高齢者が、生活機能の低下を防止し、できる限り介護が必要な状態にならないよう、健

康づくりや介護予防の取組を推進します。また、自らの経験と知識を活かしながら、文化、

芸術、スポーツ、ボランティア活動、就労などの様々な活動に参加し、多様な年代の人と

の世代間交流を図ります。 

以下の重点施策により、“自分らしく生涯健康でいきいきと暮らせるまちづくり”を目

指します。 

 

 

自分らしく生涯健康で 

いきいきと暮らせる 

まちづくり 

（１）健康増進・生活習慣病予防の推進 

（２）高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業の充実及び推進 

 

 

 

 

高齢者が、一人暮らしであっても、認知症になっても、介護が必要な状態になっても、

必要なサービスを適切に利用し、安心して暮らせる環境を整備します。 

以下の重点施策により、“住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり”を目指しま

す。 

 

 

住み慣れた地域で 

安心して暮らせる 

まちづくり 

（１）介護サービスの充実と基盤整備 

（２）高齢者の住まいの環境づくり 

（３）適切な介護サービスの提供と質の向上 

（４）低所得者への配慮と費用負担の公平化 

 

  

② 自分らしく生涯健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

③ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 
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（４）施策の体系  

 

【基本理念】       【重点施策】       【具体的な施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①地域包括支援センターによる支援 

②職員の体制強化・対応力の向上 

③多職種の関係機関との連携強化と

地域ネットワークの構築 

④日常生活圏域と地域包括支援セン

ターのあり方の検討 

１．ふれあいと支え合

いのまちづくり 

 

(2)地域包括支援セン

ターの機能の充実 

(1)地域包括ケアの推進 
①地域支援事業の推進 

②包括的支援事業・任意事業の実施 

(3)在宅医療・介護連携

の推進 

①地域資源の把握と課題の抽出 

②課題への対応策の検討 

③医療・介護関係者の連携体制の 

構築 

(4)認知症の人及び家

族・介護者への支援 

①認知症の早期診断・早期支援体制

の充実 

②家族・介護者に対する支援 

③認知症の人へのサービス提供 

④認知症に関する正しい理解の促進 

⑤地域における見守り体制の整備 

(5)生活支援体制づく

りと在宅生活の支

援の充実 

①生活支援の体制づくり 

②在宅生活の支援・サービスの充実 

(6)地域における災害

支援 

①避難支援体制の整備と充実 

②防災・防犯情報の提供と防災意識

の啓発 

(7)高齢者の尊厳への

配慮と権利擁護の

充実 

①高齢者虐待防止に関する普及啓発 

②高齢者虐待防止に向けたネット

ワークの構築と支援体制の確保 

③高齢者の権利擁護の推進と消費者

被害防止の推進 

④成年後見制度及び日常生活自立支

援事業の普及 
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【基本理念】        【重点施策】       【具体的な施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．住み慣れた地域 

で安心して暮ら

せるまちづくり 

①介護サービス見込み量の算出 

②居宅サービスの基盤整備 

③地域密着型サービスの基盤整備 

④施設サービスの基盤整備 

⑤介護保険財政と介護保険料について 

(1)介護サービスの充実

と基盤整備 

(2)高齢者の住まいの 

環境づくり 

①多様な住まい・良好な住まいの 

環境づくり 

②住まい確保困難者への支援 

(3)介護予防・日常生活

支援総合事業の充実

及び推進 

①介護予防・日常生活支援総合事業

の実施 

②介護予防・生活支援サービス事業

の充実 

③一般介護予防事業の充実・推進 

④地域の介護予防活動への支援 

⑤社会参加を通じた介護予防の推進 

 

(4)低所得者への配慮と

費用負担の公平化 
①第１号被保険者の介護保険料の軽減 

②利用料の軽減 

①適正な要介護・要支援認定 

②保険給付の適正化 

③介護サービス事業者への支援と 

指導 

④介護人材の確保と資質向上 

⑤介護保険制度に関する情報提供の

充実 

(3)適切な介護サービス

の提供と質の向上 

２．自分らしく生涯 

健康でいきいきと 

暮らせるまちづくり 

①健康教育の推進 

②健康相談の実施 

③がん検(健)診等の推進 

④地区組織活動及び自主グループの

育成・支援

(1)健康増進・生活習慣

病予防の推進 

(2)高齢者の生きがい 

づくりと社会参加の

促進

①生きがいづくり支援事業の推進 

②社会参加の促進 

③生きがい・健康づくりや介護予防

の活動拠点の充実 
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（5）日常生活圏域の設定及び地域包括支援センターの設置  

高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を維持できるように、地理的

条件・人口・交通事情その他の社会的条件、介護サービス等を提供するための施設の整備状

況等を総合的に勘案し、地域の特性に応じて市内を区分したものです。 

 

本市では、日常生活圏域を 6 つに分けており、各圏域に 1 か所ずつ地域包括支援センター

を設置し、さらに、東宇治南圏域と北宇治圏域についてはそれぞれに支所を設置しています。 

 

■日常生活圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域包括支援センターの設置状況 

 

施設名 日常生活圏域 運営主体 所在地 

①東宇治北地域包括支援センター 東宇治北圏域 (福)くらしのハーモニー 木幡金草原43番地 

②東宇治南地域包括支援センター 
東宇治南圏域 

(一財)宇治市福祉サービス公社 五ケ庄折坂5番地の149 

③東宇治南地域包括支援センター支所 (福)宇治明星園 莵道岡谷16番地の3 

④中宇治地域包括支援センター 中宇治圏域 (一財)宇治市福祉サービス公社 宇治琵琶1番地の3 

⑤北宇治地域包括支援センター 
北宇治圏域 

(福)宇治明星園 小倉町西畑1番地の4 

⑥北宇治地域包括支援センター支所 (福)一竹会 槇島町郡50番地の1 

⑦西宇治地域包括支援センター 西宇治圏域 (一財)宇治市福祉サービス公社 小倉町山際63番地の1 

⑧南宇治地域包括支援センター 南宇治圏域 (福)不動園 大久保町平盛91番地の3 

  

宇治川 

❷ 

❶ 

❸ 

❹ 
❺ 

❻ 

❼ 

❽ 

東宇治北 

東宇治南 

中宇治 

北宇治 

南宇治 

西宇治 

（平成29年（2017年）10月時点） 
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■日常生活圏域の一覧 

 

圏域名称 担当地域 

①東宇治北 

六地蔵、平尾台、炭山、池尾、二尾、東笠取、西笠取、莵道（東垣内）、 

木幡（赤塚・大瀬戸・御蔵山・金草原・河原・北島・北畠・北山・ 

北山畑・正中・陣ノ内・須留・畑山田・花揃・東中・檜尾・平尾・松峠・

御園・南原・南山） 

②東宇治南 
五ケ庄、槇島町（大島・槇尾山・槇永山）、木幡（内畑・熊小路・中村・

西浦・西中・南端・南山畑） 

③東宇治南（支所） 羽戸山、莵道、明星町、志津川 

④中宇治 

白川、折居台、琵琶台、槇島町（六石山）、宇治（壱番・池森・宇文字・

大谷・乙方・折居・金井戸・玄斉・紅斉・小桜・米阪・里尻・山王・ 

下居・善法・塔川・戸ノ内・弐番・野神・東内・東山・樋ノ尻・琵琶・

又振・妙楽・矢落・山田・山本・蓮華・若森）、広野町（大開・小根尾・

八軒屋谷・丸山）、神明（宮東） 

⑤北宇治 

天神台、羽拍子町、南陵町、開町、宇治（蔭山・御廟・蛇塚・天神）、 

神明（石塚・宮北・宮西）、小倉町（奥畑・神楽田・寺内・中畑・西畑・

西山・東山）、伊勢田町（北山） 

⑥北宇治（支所） 

槇島町（次の地域を除く 西鴫沢・西鴨巣・東鴫沢・東鴫巣・六石山・ 

大島・槇尾山・槇永山）、宇治（半白）、小倉町（老ノ木・春日森・久保・ 

新田島・天王） 

⑦西宇治 

安田町、槇島町（西鴫沢・西鴨巣・東鴫沢・東鴨巣）、小倉町（大池・ 

西浦・西大池・蓮池・堀池・南浦・南堀池・山際）、伊勢田町（井尻・ 

浮面・ウトロ・大谷・北遊田・毛語・砂田・中荒・中ノ田・中山・ 

中遊田・名木一丁目・名木二丁目・名木三丁目・西遊田・東遊田・南山・

南遊田・遊田・若林） 

⑧南宇治 

寺山台、大久保町、広野町（一里山・岩ケ鼻・桐生谷・新成田・茶屋裏・

寺山・尖山・中島・成田・西裏・東裏・風呂垣外・宮谷）、 

伊勢田町（蔭田・新中ノ荒） 

 

 

 

 

（平成29年（2017年）10月時点） 
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第５章 計画の実現に向けた方策 

 

  基本理念１ 

  ふれあいと支え合いのまちづくり 
 

○団塊の世代が75歳以上となる平成37年（2025年）には、本市において約３人に１人が65

歳以上の高齢者、約５人に１人が75歳以上の後期高齢者になると推計しています。 

○全国において、認知症の人は約700万人前後になり、認知症の人の65歳以上の高齢者に対

する割合は約５人に１人となり、今後も、支援を必要とする高齢者の増加が見込まれます。 

○少子高齢社会の進展や世帯構造の変化、地域のつながりの希薄化などにより、多様化する支

援ニーズに対して、行政だけでなく、地域全体で支え合う体制づくりが求められています。 

○平成37年（2025年）以降の高齢化のピークを見据えて、高齢者が可能な限り住み慣れた

地域で自立した生活を送ることができるよう、医療、介護、予防、生活支援、住まいが連携

し一体的に提供していく仕組みに、社会参画、生きがいを加えた「宇治方式地域包括ケアシ

ステム」を推進していく必要があります。 

○宇治方式地域包括ケアシステムの推進に向けては、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けら

れるように、医療分野とのさらなる連携や「認知症の人にやさしいまち・うじ」の推進、「自

助・共助・公助」に加え、地域で支え合う「互助」の体制づくりが一層重要となってきます。 

○地域の人が身近に利用できる高齢者総合相談窓口や宇治方式地域包括ケアシステムの中核

機関としての地域包括支援センターの機能の充実を進めるとともに、関係機関と連携を図り

地域ネットワークの構築を推進していくよう環境づくりが重要です。 

このような考え方を踏まえ、次の７点を重点施策として掲げます。 

  

１．ふれあいと支え合いのまちづくり 

 

基本理念 重点施策 

(１)地域包括ケアの推進 

(３)在宅医療・介護連携の推進 

   
(４)認知症の人及び家族・介護者への支援 

(５)生活支援体制づくりと在宅生活の支援

の充実 

(２)地域包括支援センターの機能の充実 

(６)地域における災害支援 

(７)高齢者の尊厳への配慮と権利擁護の

充実 
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宇治方式地域包括ケアシステムの中核である「地域包括支援センター」や「認知症の人に

やさしいまち・うじ」宣言の認知度により、関連する施策の進捗状況を把握し、包括的な支

援体制づくりに取り組みます。 

 

【地域包括支援センターの認知度】 

 第 6 期 

平成27～29年度（2015～2017年度） 

第 2 号被保険者 24.7％ 

第 1 号被保険者 31.4％ 

要支援認定者・ 

二次予防事業対象者 
42.8％ 

要介護認定者 52.5％ 

＜出典＞【宇治市これからの高齢者の暮らしに関する調査報告書】 

※調査において、「地域包括支援センターを知っていますか」という質問に対し、「問い合わせや相談

で利用したことがある」又は「知っているが、問い合わせや相談をしたことがない」と回答した人 

 の割合。  

 

 

地域包括支援センターが、介護予防や認知症の取組、地域ネットワークづくり、総合相

談支援などの地域への働きかけを一層推進し、認知度を高めることを目指します。 

 

 

【「認知症の人にやさしいまち・うじ」宣言の認知度】 

 第 6 期 

平成27～29年度（2015～2017年度） 

第 2 号被保険者 12.8％ 

第 1 号被保険者 22.8％ 

要支援認定者・ 

二次予防事業対象者 
22.3％ 

要介護認定者 21.0％ 

＜出典＞【宇治市これからの高齢者の暮らしに関する調査報告書】 

※調査において、「認知症の人にやさしいまち・うじを宣言したことを知っていますか」という質問

に対し、「知っている」と回答した人の割合。 

 

 

「認知症の人にやさしいまち・うじ」宣言に基づき、「宇治市認知症アクションアライ

アンス」の取組など、認知症の正しい理解の普及啓発や支援体制づくりを推進し、宣言の

認知度を高めることを目指します。 

ふれあいと支え合いのまちづくりに関する指標① 

市の考え方 

 

市の考え方 
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地域づくりへの参加意向（企画・運営として）や各種団体、市民を巻き込んだ取組状況を

把握し、支え合いのまちづくりに取り組みます。 

 

【地域づくりへの参加意向（企画・運営）】 

 第 6 期 

平成27～29年度（2015～2017年度） 

第 2 号被保険者 32.9％ 

第 1 号被保険者 35.7％ 

要支援認定者・ 

二次予防事業対象者 
27.4％ 

＜出典＞【宇治市これからの高齢者の暮らしに関する調査報告書】 

※調査において、「地域づくり活動に企画・運営として参加したいですか」という質問に対し、「是非

参加したい」又は「参加してもよい」と回答した人の割合。 

 

 

地域における支え合い・助け合い活動などへの支援に取り組み、住民が自ら企画運営す

る地域づくり活動への参加意向を高めることを目指します。 

 

 

【団体及びサポーター登録数】 

 
登録数 

目標 

平成32年度（2020年度） 

れもねいど加盟登録団体 44 団体 80 団体 

れもねいだー 88 人 130 人 

健康長寿サポーター 111 人 300 人 

※登録数は、平成29年（2017年）10月1日の値 

※表中の注釈 

  れもねいど…認知症の人に対する、市民や様々な業種が幅広く参加し、つながる広範囲なネット

ワーク 

  れもねいだー…認知症の正しい理解を持ち、認知症の人やその家族をサポートするボランティア 

  健康長寿サポーター…高齢者の日常生活のサポートや居場所づくりなどを行うボランティア 

 

  

健康長寿サポーター等の養成や企業・団体を含む様々な業種が参加したネットワークづ

くりなど、市民や各種団体を幅広く巻き込んだ支援体制づくりを目指します。 

  

ふれあいと支え合いのまちづくりに関する指標② 

市の考え方 

 

市の考え方 
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重点施策（１）地域包括ケアの推進 

    

 

 

 

 

 

 

 

介護予防の推進や在宅生活を継続するための包括的な支援を目的に実施している地域支

援事業は、平成26年（2014年）の介護保険法の改正により見直され、介護予防事業や介

護予防給付の一部が総合事業に再編されました。また、包括的支援事業に新たな事業（在宅

医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業、地域ケア会議の充

実など）が追加されました。 

引き続き、要介護状態になる前からの健康づくり、介護予防を推進するとともに、要介護

状態になるおそれのある高齢者、要支援者等に対し、適切な介護予防や地域での生活支援、

サービスの提供、地域包括支援センター等による包括的な支援の体制づくりを推進します。 

 

 

①地域支援事業の推進 

高齢者が要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合

でも、住み慣れた地域で、可能な限り在宅に重点を置いて、自立した生活を送ることがで

きるよう支援することを目的として、地域支援事業を実施します。 

 

■地域支援事業の全体図 

再編前 再編後

介護給付
（要介護１～５）

介護予防事業
○二次予防事業
○一次予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

任意事業
○介護給付適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

介護給付
（要介護１～５）

介護予防給付（要支援１～２）

介護予防・日常生活支援総合事業
○介護予防・生活支援サービス

・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

地

域

支

援

事

業

訪問看護、福祉用具等介護予防
給付

訪問介護、通所介護（要支援１～２）

地

域

支

援

事

業

任意事業
○介護給付適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
＜地域ケア会議の充実＞

○在宅医療・介護連携の推進
○認知症施策の推進
＜認知症初期集中支援チーム、認知

症地域支援推進員等＞

○生活支援サービスの体制整備
＜コーディネーターの配置、協議体

の設置等＞

現行と同様

現行と同様

事業に移行

事業に移行

充実

現行と同様

 

重点施策 具体的な施策 

(１)地域包括ケアの推進 ①地域支援事業の推進 

②包括的支援事業・任意事業の実施 

【基本的な考え方】 

①地域支援事業の推進 

【具体的な施策】 
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包括的支援事業として、日常生活圏域ごとに設置された地域包括支援センターが主体と

なり、介護予防ケアマネジメントをはじめ、総合相談や支援、権利擁護事業、ケアマネジ

メント支援などを通じて、地域の高齢者の心身の健康保持と生活の安定のための支援に取

り組み、保健福祉の向上を包括的に推進します。 

また、本市の高齢者の生活状況、介護者の状況等を踏まえた任意事業を併せて展開し、

高齢者やその家族介護者の自立した生活を支援します。 

 

■地域支援事業の財源内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■包括的支援事業の考え方と見込み 

包括的支援事業 考え方 

地域包括支援センターの運営 地域包括支援センターの運営の取組として、地域包

括支援センターの設置数を見込みます。 

在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携の推進の取組として、医療介護

連携センターの設置数を見込みます。 

認知症施策推進事業 認知症施策の推進の取組として認知症コーディネー

ターの設置人数を見込みます。 

生活支援体制整備事業 生活支援サービスの体制整備の取組として、協議体

の設置数を見込みます。 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

地域包括支援センター設置数 （箇所） 6 6 8～10 

医療介護連携センター設置数 （箇所） 新設  1 1 1 

認知症コーディネーター設置人数 （人） 3 3 3 

地域の支え合い仕組みづくり会議設置数 
第１層 1 1 1 

第２層 2 6 6 

国

20.0%
国(調整交付金)

5.0%

都道府県

12.5%市町村

12.5%

第２号被保険者

27.0%

第１号被保険者

23.0%
国

38.5%

都道府県

19.25%

市町村

19.25%

第１号被保険者

23.0%

介護予防事業 

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 

②包括的支援事業・任意事業の実施 
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重点施策（２）地域包括支援センターの機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治方式地域包括ケアシステムの推進にあたっては、地域包括支援センターをシステムの

中核と位置付け、高齢者の多様なニーズに対応するため、地域包括支援センターが保健・医

療・福祉・介護の各サービスを適切に調整し、つなげる役割を果たすといった地域支援の力

を発揮できるよう一層の機能強化を図っていきます。 

また、地域包括支援センターと地域の関係機関・団体などの間のネットワークの強化を図

り、地域住民による互助・共助の取組と合わせ、一人暮らし高齢者や認知症高齢者等の要援

護者に対する支援機能の一層の充実を図ります。 

さらに、高齢者人口の増加を見据え、地域包括支援センターを配置している、現在の６つ

の日常生活圏域のあり方について、引き続き具体的な検討を行います。 

 

 

 

保健師（又は地域ケアに従事した経験のある看護師）、社会福祉士（又は経験のある社

会福祉主事）、主任介護支援専門員などが連携して、高齢者や認知症の人、またその家族・

介護者が安心して生活できるよう支援します。 

また、地域包括支援センターは、高齢者がその状態の変化に応じて、適切な保健・医療・

福祉サービスが受けられるよう、ケアマネジャーに対し必要な相談・助言・指導を行い、

要介護者本人やその家族が必要なときに必要な社会資源を切れ目なく活用できるよう援

助します。 

 

 

・介護予防ケアマネジメント業務 

・高齢者総合相談支援業務 

・権利擁護業務 

・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

重点施策 具体的な施策 

(２) 地域包括支援センターの機能の

充実 

①地域包括支援センターによる支援 

②職員の体制強化・対応力の向上 

③多職種の関係機関との連携強化と地域

ネットワークの構築 

④日常生活圏域と地域包括支援センター

のあり方の検討 

 
関連事業など 

【基本的な考え方】 

【具体的な施策】 

①地域包括支援センターによる支援 
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■日常生活圏域の特徴・各地域包括支援センターの取組内容 

 

東宇治北地域包括支援センター 

圏域は、旧市街地と丘陵住宅地、山間部の３つに分かれます。 

旧市街地では、近隣同士助け合うつながりが保たれている反面、サービス利用率

が低く、予防的な関わりが不足しがちです。丘陵住宅地は大きな住宅開発が行われ

ており、他市からの転入者が多く、地域の関係づくりや閉じこもりによる機能低下

が課題です。そのため、出前講座の実施や地域に出向いた予防活動に力を入れてい

ます。また、丘陵地では外出や買い物に支障が大きく、運動不足による体力低下も

進みやすくなります。 

山間部では利用できるサービスが限定されるため、同居家族が介護を担えない場

合、施設入所のニーズが高くなる傾向があります。 

東宇治地域の特徴は、精神科医療機関が多いため、認知症の人などの支援を医療

機関と常時連携して行っている点にあります。 

 

 

 

東宇治南地域包括支援センター 

丘陵地の住宅街、駅周辺のマンション群、旧地区、山間部があります。丘陵地に

は交通機関が少ないため、買い物や外出などに関する相談が増えています。地域に

は精神科医療機関が多くあり、本人だけでなく家族にも精神疾患を抱えた相談があ

ります。また、古くからのアパートも多く、介護相談だけでなく、生活に必要な支

払いや住まいなど権利擁護に関わる相談もあり、障害者相談支援機関や法律関係機

関とも連携をとりながら対応しています。 

東宇治南地域包括支援センターでは、丁寧な対応を心がけ、地域との関係づくり

を大切にしています。小地域包括ケア会議では、多職種連携を心がけ事例検討や資

源マップ作り等に取り組んでいます。少しずつ支え合いの仕組みが生まれてきてお

り、協働の取組も進めているところです。独自で制作した認知症啓発ビデオなどを

用いて認知症あんしんサポーター養成講座など積極的に行い、認知症の人にも、ま

た誰にでもやさしい地域づくりに努めています。 
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中宇治地域包括支援センター 

旧地区では一人暮らし高齢者が増え、また丘陵地の新興住宅地も高齢化が進んで

います。一方で、ＪＲ宇治駅前を中心とした市街地は高齢者マンションや医療施設

があり、認知症や様々なニーズを抱えた高齢者が増加しています。高齢者の相談対

応が速やかに行えるよう、関係機関との連携を進めています。 

市役所、消防、警察、保健所といった公的機関、施設が集中しており、行政サー

ビスは受けやすい一方、丘陵地にあることで移動手段を持たない高齢者の日常的な

外出には、今後何らかの支援が必要になると思われます。個々が抱える不自由さ、

生活のしづらさの多様化により、既存の高齢者施策だけでは支えられない人の支援

が増えてきており、ニーズに対応した取組も急務となっています。支援の必要な高

齢者が、失業等により就労していない自身の子どもの生計も支えざるを得ない状況

も見受けられ、世帯単位での支援が必要な状況があります。 

こうした中、中宇治地域包括支援センターでは、従来の民生児童委員や学区福祉

委員、さらに地域の方を巻き込んで、地域課題についての意見交換の場を積極的に

設け、顔の見える関係づくりに取り組んでいます。 

 

 

 

北宇治地域包括支援センター 

圏域内には、一部で高齢化率が40%を超えている地域や田畑のある地域、若い

世代が多く住んでいる地域、市営住宅や府営住宅などの住宅密集地など様々な特徴

があります。 

北宇治地域包括支援センターは、小倉小学校内に設置されており、デイホームも

併設しています。事業所の取組については、一般介護予防事業として運動、認知症

予防、音楽、創作（押し花）、趣味（陶芸、書道、ちぎり絵、健康麻雀）活動によ

る脳活性化教室などを毎週開催し、参加者から好評を得ています。教室を通して、

介護予防・健康維持を意識されている地域住民の実態把握と介護予防ケアマネジメ

ントに力を入れています。 

救急対応をする中核的医療機関があり、退院相談や介護認定申請、サービス利用

などの相談で連携をとっています。居宅介護支援事業者との連携機会も多く、その

連携を通して、小地域包括ケア会議を開催し、地域の課題等をできるだけ多くの関

係者で把握できるよう取り組んでいます。 

また、地域支援では圏域内すべての学区福祉委員会（小倉・槇島・神明・北槇島）

の役員会に毎月参加したり、地域のサロンや喜老会にお邪魔し、情報提供や意見交

換を通して連携を深めています。地域の方に相談していただきやすくするため、毎

月お会いする機会を大切にしています。 

さらに、平成28年度（2016年度）より宇治市内では２か所目となる認知症コー

ディネーターが配属されており「初期認知症総合相談支援事業」に基づく初期認知

症集中支援チームや認知症対応型カフェ（れもんカフェ）の業務を行っています。 
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西宇治地域包括支援センター 

比較的平坦な地形の住宅密集地で、圏域全体の高齢化率が31.4％と宇治市内で

最も高い地域です。（平成29年（2017年）10月現在） 

西宇治地域包括支援センターは、西宇治図書館が併設されている西小倉地域福祉

センター内にあり、地域の高齢者の相談窓口として活用されています。高齢化がま

すます進む中、相談内容は認知症の一人暮らし高齢者についての相談、介護保険に

関する相談、高齢者虐待に関する相談などが、年々増えています。特に虐待に関す

る相談内容については、介護負担の軽減を図るだけでは解消につながらず、虐待の

起因となる課題が、家族における経済状況や精神疾患、就労の問題等多岐にわたる

ケースが増加しています。 

地域の福祉活動が盛んな地区でもあり、地域行事やスポーツ大会に参加し、顔の

見える関係づくりに努めています。地域団体との協働による認知症の方への「声掛

け訓練」の実施等、高齢者が健やかでいきいきと暮らせる地域づくりを目指し、日々

積極的に取り組んでいます。 

 

 

 

南宇治地域包括支援センター 

圏域は、東西に長く、公共交通機関に恵まれた商業地・住宅地の両面があります。

戸建て住宅の密集地域や大規模集合住宅、旧村、宅地開発された地域など多様な暮

らしがありますが、近年は、空き家も目立つようになってきました。しかし、単身

者やファミリー向けマンションは増加しており、“外からの生活の見えにくさ・孤

立化”が懸念されています。 

スーパーや商店の閉店が相次ぎ、買い物の支障を訴える声が多くなってきていま

す。一方で、地域の自治会離れが進む反面、自治会が中心となり、住民の具体的な

困りごとを解決すべく立ち上がった地域もありました。また、個人商店が高齢の住

民ニーズに即したサービスを始めるなど、明るい兆しも見られます。   

 相談内容はますます多重問題化傾向にあり、複雑化していますが、南宇治地域包

括支援センターでは、支援の必要な方・一人ひとりの相談に対し、迅速な対応と寄

り添いを心掛けています。行政をはじめ、医療・福祉関係者や、地域のお店、薬局

など生活に関わりの深い関係機関と積極的な連携を行いつつ、介護予防の観点か

ら、高齢者が主体的に生活できるよう支援を行っています。 
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各地域包括支援センターに、保健師（看護師）、社会福祉士、主任介護支援専門員を１

人ずつ、専任で引き続き配置するとともに、必要に応じて職員の体制強化を図ります。 

また、地域包括支援センター連絡協議会により、センター間相互の連携を図るとともに、

定期的な研修の実施を通じて、相談に従事する職員の対応技術の向上が図れるよう支援し

ます。 

 

 

・地域包括支援センター代表者会議 

・地域包括支援センター連絡協議会 

・地域包括支援センター職員資質向上研修 

 

 

 

宇治方式地域包括ケアシステムの推進に向けて具体的な目的意識を持った、保健・医

療・介護・福祉などの多職種の関係機関による地域包括ケア会議を開催し、地域の共通課

題や好事例の共有、協働による個別事例の検討などの取組を充実し、各主体間の連携の強

化を図ります。 

 

 

・宇治市地域包括ケア会議 

・小地域包括ケア会議 

 

 

 

現在の６つの日常生活圏域それぞれに地域包括支援センターを設置しています。 

平成32年度（2020年度）の地域包括支援センター増設に向け、高齢者人口の増加や

宇治方式地域包括ケアシステムの推進に適した日常生活圏域の規模・区域設定などを含め、

具体的に検討を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
関連事業など 

 
関連事業など 

②職員の体制強化・対応力の向上 

③多職種の関係機関との連携強化と地域ネットワークの構築 

④日常生活圏域と地域包括支援センターのあり方の検討 
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重点施策（３）在宅医療・介護連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者は、慢性疾患による受診が多い、複数の疾病にかかりやすい、要介護発生率が

高い、認知症の発生率が高い等の特徴があり、医療と介護の両方を必要とする場合が多く

なっています。そのため、団塊の世代すべてが後期高齢者となる平成37年（2025年）を

目処に、医療と介護の連携を強化し、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生

の最終段階まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するため体制整備

が必要とされています。しかし、医療と介護はそれぞれを支える保険制度が異なること等に

より、多職種間の相互の理解や情報の共有が十分にされず、連携が難しいという課題があり

ました。 

そこで、地域における医療・介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介

護を提供していくために、宇治久世医師会等と協働し、在宅医療・介護連携推進事業を実施

します。 

■在宅医療・介護連携推進事業の必要性 

 

 

 

 

      

  

重点施策 具体的な施策 

(３) 在宅医療・介護連携の推進 ①地域資源の把握と課題の抽出 

 

②課題への対応策の検討 

③医療・介護関係者の連携体制の構築 

 

医療 介護

【現在】

後期高齢者の増加に伴い、全身疾患や
認知症を有する要介護高齢者が増加。

特に、在宅においては、
医療サービスと介護サービスを一体的に

提供することが必要。

在
宅

医療
サービス

介護（福祉）
サービス

主な提供場所
病院・
診療所

介護保険施設
（特養・老健等）

主な関与
自治体

都道府県 市町村

医療
介護

（福祉）

【過去】

医療と介護（福祉）は、それぞれ独立した
システムであり、連携が必要なケースも少なく、

現場の関係者の努力で対応してきた。

【これから】

今後さらに、医療と介護サービスが必要な
在宅の要介護高齢者が大幅に増加し、

現場の関係者の努力だけで対応するには限界。

在
宅

要介護度の重い方や末期がんの方など
終末期を含めて、在宅療養を選択できる

環境づくりを行政がリードして
取り組むことが必要。

「在宅医療・介護連携推進事業」

医療 介護

【基本的な考え方】 
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地域の医療・介護サービス等の情報を把握、集約し、総合情報サイトの構築等により関

係機関に情報提供してきました。引き続き、情報の更新や情報サイトの周知に努めるとと

もに、資源のリスト化、マップ作成に取り組みます。 

 

 

・医療・介護資源の情報収集、リスト化 

 

 

在宅医療・介護連携を進めるため、地域の医療機関や介護関係者など多職種による検討

やアンケート調査等を行い、課題抽出と対応策の検討に努めてきました。今後も、現状を

把握し、多職種でのシンポジウムやフォーラムなど事例検討を通じて在宅医療・介護連携

における課題の抽出に取り組み、課題解決のための対応策について検討を進めます。 

 

 

・病診連携連絡協議会 

   ・医療介護連携推進プロジェクト会議 

   ・看取り委員会プロジェクト会議 

 

 

 

在宅医療の充実に向けた環境づくりとして、在宅主治医の紹介、調整を行うことや、医

療機関と介護関係者等のスムーズな連携を図るための情報共有の方法について検討を行

いました。今後も、退院後に医療と介護関係者が協力して、切れ目なく、在宅医療と介護

サービスを一体的に提供できる体制を構築し、情報共有のツールや連携を支援する相談窓

口などの整備に努めます。  

 さらに、地域住民が看取りや在宅医療に対する理解を深め、医療や介護サービスが必要

となったとき、住み慣れた地域で療養生活を送ることができるよう、講演会等により普及

啓発を図ります。 

また、人生の最終段階において、自宅や施設、病院などその人が希望する場所で、その

人が希望する、その人らしい最期が迎えられるように、医療・介護の包括的・継続的なケ

アの提供体制の構築など希望する選択ができる環境づくりに取り組みます。 

 

 

・看取り出張講座 

・在宅医療相談支援 

・医療フォーラム 

・「医療介護連携センター」の設置 

 
関連事業など 

 
関連事業など 

 
関連事業など 

【具体的な施策】 

①地域資源の把握と課題の抽出 

②課題への対応策の検討 

③医療・介護関係者の連携体制の構築 
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重点施策（４）認知症の人及び家族・介護者への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症の人が、住み慣れた地域で尊厳を保ちながら穏やかな生活を送り、家族も安心して

社会生活を送ることができるよう、地域における支援体制の強化・充実を図り、「認知症の

人にやさしいまち・うじ」を目指すとともに、認知症の人の想いが発信・共有できる場を設

定し、本人の視点に立った支援や取組を推進します。 

また、認知症になっても、初期から人生の最終段階まで、病状の進行に応じた適切な医療・

介護・福祉サービスを、馴染みの場所やスタッフから受けることができ、医療支援、初期支

援、在宅支援、施設・居住系サービスの機能を有した認知症総合支援施設「京都認知症総合

センター」を設置し、地域づくりと合わせることで地域ぐるみで認知症の人を支える京都創

発モデルを構築します。 

 

■京都認知症総合センター設置後のイメージ 

京都認知症総合センター

外来診療短期入所

認知症
デイサービス

常設の
認知症カフェ

認知症
相談

特別養護
老人ホーム

認知症対応型
グループホーム 訪問介護

訪問診療・
看護

認知症
カフェ

生きがいと
社会参加の場

 

＜出典＞【きょうと府民だより 2017年9月号】 

重点施策 具体的な施策 

(４) 認知症の人及び家族・介護者への

支援 

①認知症の早期診断・早期支援体制の充実 

②家族・介護者に対する支援 

③認知症の人へのサービス提供 

⑤地域における見守り体制の整備 

④認知症に関する正しい理解の促進 

【基本的な考え方】 
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地域包括支援センターに配置している認知症コーディネーターや初期認知症総合相談

支援事業として取り組んでいる認知症初期集中支援チームなどの普及啓発を図り、認知症

の早期診断・早期対応の取組を推進します。 

 

 

・初期認知症総合相談支援事業 

・認知症初期集中支援チーム 

・認知症講演会 

・認知症フォーラム in 宇治 

 

 

  

介護者自身が心身の健康を保持することができるよう、健康相談や介護者のリフレッ

シュ事業、同じ介護者の立場同士で話すこと（ピアカウンセリング）を中心とした家族へ

の支援事業など、介護者の負担軽減のための取組を推進します。 

また、認知症の人の想いを発信・共有できる場を設定し、本人の視点に立った支援や取

組を推進します。 

さらに、市内のすべての日常生活圏域で地域のカフェ・レストラン、公共施設等を会場

に開催している「認知症対応型カフェ（れもんカフェ）」での支援を充実し、参加者同士

の交流をはじめ、専門職のスタッフとの個別相談など、認知症の人の居場所づくりやその

家族への支援、認知症の普及啓発などを引き続き実施します。 

今後もニーズに合わせた内容の検討を行い、家族・介護者に対する支援を推進します。 

 

 

・宇治市認知症アクションアライアンス推進協議会（れもねいど推進協議会） 

・認知症対応型カフェ（れもんカフェ） 

・認知症家族支援プログラム及び鈴音会（認知症家族支援プログラム修了者等の集まり） 

 

 

  

 
関連事業など 

 
関連事業など 

【具体的な施策】 

①認知症の早期診断・早期支援体制の充実 

②家族・介護者に対する支援 
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住み慣れた地域で暮らしていけるよう、今後も引き続き、地域におけるニーズや事業者

の参入意向を考慮し、認知症高齢者グループホームや認知症対応型通所介護、小規模多機

能型居宅介護事業所等の整備を推進するとともに、認知症ケアの質の向上を図るため、介

護サービス事業所などにおいて認知症介護に係る研修を実施するなど、認知症ケア向上推

進事業に取り組みます。 

また、低所得者への支援を図るため、認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者

グループホーム）家賃等の助成事業を今後も継続して実施します。 

 

   

・認知症対応型共同生活介護事業所家賃等の助成事業 

 

 

  

宇治市認知症アクションアライアンス（れもねいど）として、企業や団体等の多業種に

対して、認知症の正しい理解を普及啓発し、れもねいど加盟登録を拡げます。 

また、地域包括支援センターを中心に、今後も認知症あんしんサポーターの養成、認知

症キャラバン・メイトの養成・派遣などを実施するとともに、認知症対応型カフェ（れも

んカフェ）などの開催を通じて、認知症に関する理解の促進に取り組みます。 

特に、認知症あんしんサポーター養成講座は、住民だけでなく企業、学校でも開催し、

すべての住民や関係者が認知症について正しく理解できるよう普及啓発に取り組みます。 

 

 

・宇治市認知症アクションアライアンス（れもねいど） 

   ・認知症あんしんサポーター養成講座 

 

 

 

行方不明などによる事故防止や介護する家族の負担を軽減するため、地域包括支援セン

ターを中心に認知症疾患医療センター、宇治久世医師会、介護サービス事業所が相互に連

携し、地域住民とともに認知症の人を支えるネットワークづくりを推進します。 

京都府や警察との取組と連携を図りながら、行方不明時の早期発見のための活動等を行

う「宇治市高齢者等 SOS ネットワーク」を推進します。 

また、行方不明時の早期発見を目的として、GPS 機能を備えた機器貸与費の助成など

を引き続き実施します。 

 

 

・宇治市高齢者等SOSネットワーク（事前登録、GPS機器の貸与、発見協力） 

  

 
関連事業など 

 
関連事業など 

 
関連事業など 

③認知症の人へのサービス提供 

④認知症に関する正しい理解の促進 

⑤地域における見守り体制の整備 
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重点施策（５）生活支援体制づくりと在宅生活の支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、後期高齢者人口の増加に合わせて、高齢者夫婦のみ世帯や高齢者単独世帯が増加し

ていくことにより、日常生活上の支援のニーズが増大すると予測しています。また、高齢者

の住まいの状況では、持ち家の割合が京都府内平均より高く、自宅での生活の希望が多いこ

とから、住み慣れた地域で生活していくことが考えられます。そうした状況を踏まえ、引き

続き、在宅保健福祉サービスの充実に取り組むとともに、身近な地域で、多様な生活支援の

ニーズに対応できる支援体制の整備や、地域における支え合い・助け合いの支援体制の充実

を図ります。 

 

 

 

 

（ⅰ）生活支援コーディネーターの配置と宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議の設置 

生活支援体制整備事業として、平成29年度（2017年度）より市全域を対象とした

第１層において、「宇治市生活支援コーディネーター」を配置し、併せて「宇治市地域

の支え合い仕組みづくり会議」を設置しました。引き続き、地域での生活支援サービス

の提供体制の整備や支え合い・助け合いの体制づくりに取り組みます。また整備にあ

たっては、以下の考え方を念頭に取り組んでいきます。 

 

＜基本方針＞ 

・生活支援体制整備事業を進めるにあたり、市及び生活支援コーディネーターは、現

状の課題に共感を生むために、地域包括支援センター、住民、民生児童委員、喜老

会等と共に協議、対話を通じて、ともに汗をかいて、環境づくりを行う 

＜目標＞ 

・誰もが、住み慣れた地域で支え合い・見守りにより、心豊かに暮らすことができる

絆と思いやりのあるまちづくり 

 

 

 

 

重点施策 具体的な施策 

(５) 生活支援体制づくりと在宅生活

の支援の充実 

①生活支援の体制づくり 

②在宅生活の支援・サービスの充実 

【基本的な考え方】 

【具体的な施策】 

①生活支援の体制づくり 
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■生活支援体制整備事業の全体像 

生

活

支

援

・

介

護

予

防

の

基

盤

整

備

に

向

け

た

取

組

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

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

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

場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり

など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活
動をマッチング など

① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心

② 第２層 日常生活圏域（中学校区域等）で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

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

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

社会福祉法人ボランティア協同組合民間企業ＮＰＯ 等

 

 

 

「宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議」では、日常生活上の支援ニーズの拡大を見

据え、買い物支援や外出支援など地域の課題やニーズについて、関係する主体や地域住民

とともに話し合い、会議を通じて、互助の仕組みやサービスが創出できるよう取り組んで

いきます。また、互助を基本とした取組を進めるためには、地域の困りごとを自分たちの

こと（我が事）として捉え、取り組むことが大切になってきます。地域の支え合い仕組み

づくり会議は、そうした主体的な取組が促されるような意識の醸成と環境づくりに取り組

みます。 

また、今後は、より身近な地域でそうした取組が進められるよう、日常生活圏域等を対

象とした第２層への生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置や「宇治市

地域の支え合い仕組みづくり会議（地域版）」の設置に取り組んでいきます。 
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■「宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議」イメージ図 

 

  

 ※第１層：市全域を対象／第２層：日常生活圏域等を対象 

 

 

 

（ⅱ）地域における支え合い・助け合い体制の推進 

各地域では、様々な団体が支え合いや助け合いの活動に取り組んできています。今後、

そうした活動を一層進め、地域における支え合い・助け合いの仕組みづくりを進めるた

め、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が調整役となり、既存の地域活

動の把握や地域の課題を抽出し、共有化を図るなど一層地域づくりに取り組んでいきま

す。併せて、高齢者の日常生活支援を行う団体、取組の立ち上げ期の支援を引き続き実

施することで、活動が地域に広く展開していけるような環境づくりを行います。 

 

・高齢者日常生活支援事業（日常生活サポート団体立ち上げ補助） 

・生活支援コーディネーターの配置 

・「地域の支え合い仕組みづくり会議」の設置 

 

  

第１ 層 市全域

中間支援組
織

地域組織

社協

市町村

民間企業

第２ 層 日常生活圏域等（ 小・ 中学校区等）

地域組織

地域包括支援
センタ ー

NPO

意欲ある
住民

町内会・
自治会

地域包括支援
センタ ー

介護サービ
ス事業所

意欲ある
住民

第１ 層 生活支援コ ーディ ネータ ー

地域包括支援
センタ ー

ボラ ンティ ア
団体 第２ 層

生活支援コ ーディ ネータ ー

NPO

地域の支え合い仕組みづく り 会議

地域の支え合い仕組みづく り 会議（ 地域版） 地域の支え合い仕組みづく り 会議（ 地域版）

 
関連事業など 
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（ⅰ）住み慣れた地域で安心して暮らせるための支援 

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよう、今後もシルバーホ

ン設置事業や日常生活用具等給付事業などの緊急時や日常生活における支援に取り組

みます。 

 

・老人福祉電話・シルバーホン設置事業 

・リサイクル福祉用具貸与事業 

・日常生活用具等給付事業 

 

（ⅱ）要介護状態になっても在宅で暮らし続けるための支援 

支援が必要となっても在宅での生活が継続できるよう、紙おむつ等給付事業など在宅

福祉サービスを充実させるとともに、介護者リフレッシュ事業などの家族への負担軽減

に取り組みます。 

 

・紙おむつ等給付事業 

・介護者リフレッシュ事業 

 

（ⅲ）地域における見守り活動の展開と支援 

宇治市社会福祉協議会等と連携した一人暮らし高齢者等の給配食や訪問活動への助

成及び、民生児童委員との連携による訪問活動など、安否確認や見守りを兼ねた地域福

祉活動に対して支援に取り組みます。また、高齢者の異変を発見した場合の連絡体制と

して、企業、京都府、市の３者で協定を締結しており、引き続き、「宇治市高齢者等SOS

ネットワーク」とも連携し見守り活動に取り組みます。 

 

・一人暮らし高齢者等給配食サービス補助事業 

・一人暮らし高齢者等訪問活動補助事業 

・孤立高齢者支援（山城ふるさとを守る絆ネット推進事業） 

・宇治市高齢者等SOSネットワーク  

 
関連事業など 

 
関連事業など 

 
関連事業など 

②在宅生活の支援・サービスの充実 
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重点施策（６）地域における災害支援 

 

 

 

 

 

 

 

宇治市地域防災計画に基づき、災害発生時に備えて、高齢者の支援を円滑に行うことがで

きるような避難支援体制の構築に取り組みます。 

また、市民や介護サービス事業者に対して、防犯・防災に関する啓発等を行っていきます。 

 

 

 

災害発生時に自力での避難が困難な高齢者などを支援できるよう、自主防災組織や町内

会、自治会、民生児童委員などの地域の関係団体等と協働し、避難支援体制の整備に取り

組みます。 

平成29年（2017年）6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定

区域や土砂災害警戒区域内にある高齢者福祉施設などの要配慮者利用施設に対し、避難確

保計画の作成、避難訓練の実施等が義務付けられたことから、要配慮者利用施設に対して

周知や支援に取り組みます。 

 

・避難行動要支援者支援事業（危機管理課） 

・自主防災組織育成事業（危機管理課） 

・要配慮者利用施設への避難確保計画作成・避難訓練実施の支援（危機管理課） 

 

 

 

防災・防犯情報の提供を希望する人に対し、携帯電話やパソコンを活用し、メールで情

報提供を行っています。 

また、ホームページへの掲載や町内会などへ防災出前講座等の様々な機会を活用し、防

災意識の啓発を行っていきます。 

さらに、介護サービス事業者に対して防災意識の啓発を図り、災害発生時における対応

や体制が整備されるよう支援します。 

 

・防災・防犯情報メール配信システム（京都府） 

・防災出前講座（危機管理課） 

・福祉避難所の防災訓練 

重点施策 具体的な施策 

（６）地域における災害支援 ①避難支援体制の整備と充実 

②防災・防犯情報の提供と防災意識の啓発 

 
関連事業など 

 
関連事業など 

【基本的な考え方】 

【具体的な施策】 

①避難支援体制の整備と充実 

②防災・防犯情報の提供と防災意識の啓発 
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重点施策（７）高齢者の尊厳への配慮と権利擁護の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者虐待への対応については、地域包括支援センターをはじめ、行政、医療機関、警察、

民生児童委員、ケアマネジャー、弁護士など多職種が連携して解決にあたる体制を強化する

とともに、専門職の取組と地域住民による見守り活動が組み合わさった、虐待防止、虐待の

早期発見・早期対応のためのネットワークを推進します。 

また、認知症高齢者など判断能力に不安がある高齢者を消費者被害などの犯罪から守り、

必要な保健福祉・介護サービスを利用して自立した生活を送ることができるよう、権利擁護

事業による支援に取り組みます。 

 

 

 

地域住民の一人ひとりが高齢者虐待についての認識を深め、虐待の防止・早期発見に繋

がるよう、一層の普及啓発に取り組みます。 

また、高齢者虐待を発見した際の相談窓口についても啓発し、誰もが相談しやすい環境

づくりを進めます。 

 

 

虐待は複雑な要因が絡み合って発生している場合が多いことから、多職種が連携すると

ともに、地域住民による見守り活動を組み合わせたネットワークを構築します。 

また、虐待が発生した際には関係機関と連携し、宇治市高齢者虐待対応マニュアルに基

づいて虐待を受けた高齢者及び養護者への迅速かつ適切な支援を実施します。 

 

 

・高齢者虐待対策事業 

   ・緊急ショートステイ床の確保 

  

重点施策 具体的な施策 

（７）高齢者の尊厳への配慮と 

権利擁護の充実 

①高齢者虐待防止に関する普及啓発 

②高齢者虐待防止に向けたネットワーク

の構築と支援体制の確保 

③高齢者の権利擁護の推進と消費者被害

防止の推進 

④成年後見制度及び日常生活自立支援 

事業の普及 

 
関連事業など 

【基本的な考え方】 

【具体的な施策】 

①高齢者虐待防止に関する普及啓発 

②高齢者虐待防止に向けたネットワークの構築と支援体制の確保 
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（ⅰ）高齢者の権利擁護の推進 

高齢者保健福祉オンブズマン制度について、苦情の解決を通じて利用者の権利擁護を

図るとともに、保健福祉・介護サービスの質の向上に取り組みます。 

また、高齢者の権利擁護の取組を進めるためには必要な情報を適切に把握し、関係機

関が情報を共有することが必要であることから、情報収集や情報提供にあたっては個人

情報の適切な利用に努めます。 

 

 

・高齢者保健福祉オンブズマン事業 

 

 

（ⅱ）消費者被害防止の推進 

高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法などの被害の防止のため、京都府警察本部及び宇

治警察署や消費生活センターなどの関係機関との連携を強め、啓発・広報活動を推進し

ます。 

 

 

成年後見制度及び日常生活自立支援事業の周知を図り、積極的な利用を促進するととも

に、必要に応じて、成年後見制度の市長による代行申立てを活用するなど、高齢者のため

の権利擁護事業を推進します。 

また、地域における成年後見制度の利用状況や利用ニーズ等を勘案しつつ、京都府及び

近隣市町村と情報連携を図り、成年後見制度利用促進基本計画に基づいた施策の推進につ

いて検討を進めます。 

 

 

・成年後見制度の市長代行申立て 

・成年後見制度利用支援事業 

 

 

 

 

  

 
関連事業など 

 
関連事業など 

③高齢者の権利擁護の推進と消費者被害防止の推進 

④成年後見制度及び日常生活自立支援事業の普及 
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  基本理念２ 

  自分らしく生涯健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

○健康でいきいきとした高齢期を過ごし、健康長寿を実現するには、青年期・壮年期からの生

活習慣病の発病予防や、社会生活を営むために必要な機能の維持・向上などの介護予防を見

据えた健康づくりに取り組むことが重要となります。そのため、一人ひとりが健康意識を高

め、望ましい生活習慣を身につけることによる疾病予防や生涯にわたる健康づくりを支援す

る取組が必要です。 

○宇治市健康づくり・食育推進計画の基本的な考え方の一つである、「市民一人ひとりが心身

ともに健康であり、自分らしく生きられるよう、様々な取組を通して、生活習慣の改善やこ

ころの健康を支援することで、健康寿命を延伸し、健康長寿日本一の実現を目指す」ことが

重要であり、同計画との整合を図りながら事業の展開を行うことが必要です。 

○できるだけ介護を受けることなく自立した生活を送るためには、日常生活の機能を維持する

健康づくりが大切です。ロコモティブシンドローム（骨や筋肉といった運動器の機能低下に

より、要介護状態となるリスクが高い状態）やサルコぺニア（加齢に伴って筋力が減少する

状態）、フレイル（心身の活力が低下した虚弱な状態、要介護と健康の中間状態）等の要介

護状態になることに結びつく症状を、未然に防ぐ健康教育等の取組が必要です。 

○生活機能の低下を防ぎ、健康寿命の延伸を図るためには、社会的役割を持つことなど社会へ

の参加が重要となっています。高齢者が、自らの経験や知識を活かし、自己実現を図れるよ

う、生きがいづくりを支援する取組が必要です。 

○「支援する側とされる側」という画一的な関係性ではなく、地域とのつながりを維持しなが

ら、その有する能力に応じた柔軟な支援を受けていくことで、自立意欲の向上を図ることが

重要です。 

○健康教育や機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけでなく、生活環境への関わり

や地域の中に生きがい・役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢者本

人を取り巻く環境へのバランスのとれたアプローチも重要です。 

○地域における健康づくりや自立支援に資する取組を推進し、健康で健やかな生活が送れるよ

うに、また、介護が必要な状態になっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現

を目指します。 

このような考え方を踏まえ、次の３点を重点施策として掲げます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

２．自分らしく生涯健康でいきいきと

暮らせるまちづくり 

基本理念 重点施策 

(１) 健康増進・生活習慣病予防の推進 

(３) 介護予防・日常生活支援総合事業の

充実及び推進 

(２) 高齢者の生きがいづくりと社会参加

の促進 



第５章 計画の実現に向けた方策 

- 129 - 

 

  

生きがいを持つことが介護予防につながると考えられることから、生きがいの有無や主観

的健康観の状況を把握し、自分らしく健康に暮らせるまちづくりに取り組みます。 

 

【生きがいのある人】 

 第 6 期 

平成27～29年度（2015～2017年度） 

第 2 号被保険者 65.3％ 

第 1 号被保険者 62.1％ 

要支援認定者・ 

二次予防事業対象者 
48.0％ 

＜出典＞【宇治市これからの高齢者の暮らしに関する調査報告書】 

※調査において、「生きがいはありますか」という質問に対し、「生きがいあり」と回答した人の割合。 

 

 

生きがいを持つことは、介護予防にもつながることから、社会参加や学びの機会を提供

することで、生きがいを持つことができるよう支援します。 

 

 

 

【健康状態】 

 第 6 期 

平成27～29年度（2015～2017年度） 

第 2 号被保険者 81.3％ 

第 1 号被保険者 79.5％ 

要支援認定者・ 

二次予防事業対象者 
53.3％ 

＜出典＞【宇治市これからの高齢者の暮らしに関する調査報告書】 

※調査において、「健康状態はどうですか」という質問に対し、「とてもよい」又は「まあよい」と回

答した人の割合。 

 

 

健康に関する知識の普及啓発や健康づくり・生活習慣病予防の取組を推進し、健康意識

の向上を図り、高齢者自らが健康であると感じることができるように取り組みます。 

  

自分らしく生涯健康でいきいきと暮らせるまちづくりに関する指標① 

市の考え方 

 

市の考え方 

 



第５章 計画の実現に向けた方策 

- 130 - 

 

 

社会的役割を持つことが介護予防に資することから、社会参加の状況や地域づくりへの参

加意向（参加者として）を把握し、自分らしくいきいき暮らせるまちづくりに取り組みます。 

 

【会・グループへの参加数】 

 第 6 期 

平成27～29年度（2015～2017年度） 

第 1 号被保険者（男性） 15.1％ 

第 1 号被保険者（女性） 17.0％ 

要支援認定者・ 

二次予防事業対象者（男性） 
24.1％ 

要支援認定者・ 

二次予防事業対象者（女性） 
20.6％ 

＜出典＞【宇治市これからの高齢者の暮らしに関する調査報告書】 

※調査において、７種類の会・グループに「どのくらいの頻度で参加していますか」という質問に対

し、いずれの会・グループにも「参加していない」と回答した人の割合。 

 

 

趣味や学習・教養のサークル、ボランティア活動、収入のある仕事など、外出機会や社

会との関わりをもつことが健康づくりや介護予防にもつながることから、さまざまな機会

を通じて社会参加を促進します。 

 

 

 

【地域づくりへの参加意向（参加者）】 

 第 6 期 

平成27～29年度（2015～2017年度） 

第 2 号被保険者 57.9％ 

第 1 号被保険者 60.5％ 

要支援認定者・ 

二次予防事業対象者 
49.9％ 

＜出典＞【宇治市これからの高齢者の暮らしに関する調査報告書】 

※調査において、「地域づくり活動に参加者として参加したいですか」という質問に対し、「是非参加

したい」又は「参加してもよい」と回答した人の割合。 

 

 

地域における健康づくりやサークル活動など互助の取組を推進するために、地域づくり

活動への参加意向を高めることに取り組みます。 

自分らしく生涯健康でいきいきと暮らせるまちづくりに関する指標② 

市の考え方 

 

市の考え方 

 

①ボランティアのグループ 

②スポーツ関係のグループやクラブ 

③趣味関係のグループ 

④学習・教養サークル 

⑤老人クラブ 

⑥町内会・自治会 

⑦収入のある仕事 
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重点施策（１）健康増進・生活習慣病予防の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の保健・医療・福祉の関係機関や健康づくりに関わる団体と連携した地域ぐるみの健

康増進活動を推進し、市民の主体的な健康づくりを支援します。 

また、そのような取組を通じ、生活習慣病をはじめ、要介護状態になることを未然に防ぐ

とともに、生活習慣病にかかった場合でも、早期発見・早期治療により、合併症の発症や症

状の進行などを抑える「重症化予防」に重点を置いた取組を強化し、市民の健康寿命の延伸

を目指します。 

 

 

 

 

健康に関する知識の普及、行動変容の支援を目的とした、健康づくりや生活習慣病予防

の取組について、対象者のニーズに応じて内容を充実させるとともに、様々な機会を通じ

て啓発を行い、必要性や効果に関する知識の普及に努めます。 

健康意識を向上させ、健康に関する知識や良い生活習慣を身に付けるために、運動や栄

養についての学習、ロコモティブシンドローム（骨や筋肉といった運動器の機能低下によ

り、要介護状態となるリスクが高い状態）による転倒・骨折予防の学習などの健康教室を

開催します。 

 

 

健康状態に不安のある人や健康づくりを進めたい人のために、保健師や栄養士による体

や食生活についての相談を定期的に行い、また、依頼に応じて地域に出向く健康相談を実

施します。 

引き続き、市民がより利用しやすい環境となるよう相談の実施体制について検討を行い

ます。 

 

  

重点施策 具体的な施策 

（１）健康増進・生活習慣病予防の推進 ①健康教育の推進 

②健康相談の実施 

③がん検(健)診等の推進 

④地区組織活動及び自主グループの育成・

支援 

【基本的な考え方】 

①健康教育の推進 

【具体的な施策】 

②健康相談の実施 
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高齢期になった時に、健やかに過ごすためには、生活習慣を見直しながら、自分の健康

状態を適切に把握することが必要です。疾病や生活習慣病の早期発見・早期治療及び発症

予防を目的とした特定健康診査・特定保健指導・各種がん検診等により、栄養・食生活の

改善や運動・身体活動の習慣化などの生活習慣の改善指導の充実を図り、生活習慣病の発

症予防に取り組みます。また、疾病の早期発見により、早期治療と治療の継続を推進する

ことで、生活習慣病にかかった場合でも、今ある生活の質を変えることなく、疾病や障害

があっても適切に管理できるよう、合併症の発症や症状の進行などを抑える「重症化予防」

に重点を置いた取組を強化します。 

   また、青年期・壮年期においても、高齢期への準備として、自分の健康状態を知るため

に、定期的に健康診査やがん検診等を受ける必要性について、健康教育など様々な機会を

通じて、積極的に普及活動を行うことで受診率の向上に努めます。 

 

 

 

自らの健康について地域の仲間と支え合いながら、健康意識を向上させていくための自

主グループ等の活動を支援します。 

ウォーキングボランティアについては引き続き支援し、また、食生活改善推進員につい

ては継続して育成・支援に努め、市民の健康づくりを協働して行います。 

 

  

 

＜食生活改善推進員の活動＞ 

 

  

③がん検(健)診等の推進 

④地区組織活動及び自主グループの育成・支援 
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重点施策（２）高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者が自分らしく生きがいをもって日常生活を過ごすことができるよう、生きがい活動

を支援します。また、高齢者の意欲と能力を活かすことができるよう、働く場や新しい活躍

の場など社会参加の機会の確保に取り組んでいきます。 

さらに、平成29年（2017年）4月より始まった総合事業の趣旨を踏まえ、社会的役割を

持ち、社会に参加することが健康づくりや介護予防につながるという観点から、地域の中で

の出番づくりに努め、地域社会と関わりを持ち、活躍し続けることができる生涯現役社会の

実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

自分らしく生きがいをもって高齢期を過ごすためには、社会参加を通じて社会的役割や

生きがいを持つことが重要です。引き続き、生涯学習の観点からも連携を図り、活動や学

びの機会を提供することにより、生きがいづくりを支援していきます。 

また、高齢者の多様な生きがい活動への考え方やニーズ等を踏まえて、より多くの人が

参加できる魅力ある事業のプログラムやあり方についても引き続き検討します。 

 

 

・老人園芸ひろば 

・高齢者アカデミー 

・老人クラブ【喜老会】への助成 

・健康長寿サポーター養成講座 

・宇治鳳凰大学（生涯学習課） 

  

重点施策 具体的な施策 

（２）高齢者の生きがいづくりと社会

参加の促進 

①生きがいづくり支援事業の推進 

②社会参加の促進 

③生きがい・健康づくりや介護予防の活動

拠点の充実 

 
関連事業など 

【基本的な考え方】 

【具体的な施策】 

①生きがいづくり支援事業の推進 
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活動支援や事業を通じて、高齢者の積極的な社会参加を促進するとともに、世代間交流

の事業を推進します。 

各事業の広報活動や関係団体の活動について周知し、より多くの高齢者が参加できるよ

うに努めます。 

 

 

・宇治市シルバー人材センター運営助成 

・老人クラブ【喜老会】への助成 

・高齢者アカデミー 

・はじめよう！セカンドライフ（生涯学習センター） 

 

 

 

高齢者の憩いの場であり、生きがいづくりの場でもある地域福祉センター・デイホーム、

介護予防拠点は、健康づくり活動や介護予防事業などを含めた高齢者の活動拠点として幅

広く利用されています。今後も、施設をより多くの人に利用してもらえるよう取り組むと

ともに、施設の周知を図ります。 

また、高齢者の生きがい・健康づくりや介護予防のための中核的な施設となるよう取り

組んでいきます。 

 

 

・地域福祉センター運営 

・地域福祉センター再整備事業 

・地域密着型サービス事業所等の整備に併せた介護予防拠点の整備 

  

 
関連事業など 

 
関連事業など 

③生きがい・健康づくりや介護予防の活動拠点の充実 

②社会参加の促進 
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重点施策（３）介護予防・日常生活支援総合事業の充実及び推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年（2017年）４月から開始した総合事業は、本市が中心となって、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させることで、地域の支え

合い体制づくりを推進するものです。事業の実施にあたっては、「支援する側とされる側」

の関係性を超えて、高齢者自身も社会参加により担い手となることや、有する能力に応じた

柔軟な支援を受けることで、自立意欲を高めることが期待されています。これに併せて、全

国一律の介護予防給付である介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の実施する総

合事業に移行し、多様な主体が担う多様なサービスが提供できる体制へと転換することで、

効果的かつ効率的な支援が可能となっています。 

事業の趣旨を踏まえ、要支援者等に対して、より効果的かつ効率的な支援等に取り組むと

ともに、高齢者自身の生きがいづくりや介護予防を総合的に推進していきます。 

  

重点施策 具体的な施策 

（３）介護予防・日常生活支援総合 

事業の充実及び推進 

①介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

②介護予防・生活支援サービス事業の充実 

③一般介護予防事業の充実・推進 

⑤社会参加を通じた介護予防の推進 

④地域の介護予防活動への支援 

【基本的な考え方】 
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本事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の２つの事業

で構成されます。２つの事業を一体的に取り組むことで、介護予防・自立支援に資する取

組が継続的に拡大していくような地域づくりを目指します。 

■介護予防・日常生活支援総合事業の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業の見込み量                    

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成37年度 

(2025年度) 

訪問型サービス（第１号訪問事業） 

 訪問介護相当サービス         （人/年） 7,992 8,076 8,160 9,000 

 生活支援型訪問サービス        （人/年） 1,200 1,800 2,400 7,800 

 住民主体型生活支援          （人/年） 108 120 132 192 

 訪問型短期集中予防サービス      （回/年） 300 360 420 600 

 訪問型サービス D（移動支援）   （団体数/年） 3 4 5 10 

通所型サービス（第１号通所事業） 

 通所介護相当サービス         （人/年） 4,680 4,920 5,160 6,360 

 短時間型通所サービス         （人/年） 2,700 2,880 3,060 4,200 

 住民主体型通いの場活動支援     （団体数/年） 6 7 9 14 

 通所型短期集中予防サービス      （回/年） 132 220 220 308 

介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

 介護予防ケアマネジメント       （人/年） 11,592 12,456 13,344 16,788 

一般介護予防事業 

 一般介護予防事業           （人/年） 25,879 26,959 27,394 33,562 

介護予防・ 

日常生活支援総合事業 

介護予防・生活 

支援サービス事業 

・要支援認定者 
・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） 

・第１号被保険者全て 
・その支援のために 
活動に関わる者 

②生活支援型訪問サービス 

①介護予防把握事業 

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 

従来の訪問

介護担当 

多様な 

サービス 
③住民主体型生活支援事業 

③住民主体型通いの場活動支援事業 
多様な 

サービス 

従来の通所

介護担当 

②短時間型通所サービス 

④通所型短期集中予防サービス 

介護予防ケアマネジメント 

(第１号介護予防支援事業) 

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) 

一般介護予防事業 

⑤訪問型サービスＤ 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

④訪問型短期集中予防サービス 

①訪問介護相当サービス 

①通所介護相当サービス 

【具体的な施策】 

①介護予防・日常生活支援総合事業の実施 
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（ⅰ）多様な担い手による多様なサービスの充実 

従来、保険給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所

介護は、平成29年度（2017年度）から介護予防・生活支援サービス事業へ段階的に

移行し、平成30年度（2018年度）には完全に移行します。要支援認定者もしくは介

護予防・生活支援サービス事業対象者の能力を最大限活かしつつ、既存のサービスだけ

でなく、多様な担い手によるサービスの充実も図ります。また、地域の実情を踏まえ、

移動支援などのサービスについて検討を進め、多様なサービスの創出に努めていきます。 

     

・介護予防・生活支援サービス 

 

（ⅱ）緩和した基準によるサービス 

生活支援型訪問サービスは、従来の担い手の基準を緩和し、生活支援員（39支援員）

等による生活援助の提供を可能としており、多様な担い手による効果的かつ効率的な支

援に取り組みます。また、短時間型通所サービスは、人員及び設備基準を緩和し、短時

間の運動器機能訓練に特化したサービス提供により、機能維持向上に取り組みます。 

 

・生活支援型訪問サービス 

・短時間型通所サービス 

  ・生活支援員（39支援員）養成講座 

 

（ⅲ）住民主体による支援 

    住民主体型生活支援及び住民主体型通いの場活動支援事業は、健康長寿サポーターや

地域住民、ボランティアなどにより、アットホームな雰囲気の中、支援する側とされる

側という垣根を越えて、利用者自身の能力を活かした柔軟な支援を行います。ボラン

ティア等の出番づくりにも取り組みながら、地域のつながり、関係性を維持した介護予

防や自立支援に取り組みます。 

 

・住民主体型生活支援事業 

・住民主体型通いの場活動支援事業 

   

  

 
関連事業など 

 
関連事業など 

 
関連事業など 

②介護予防・生活支援サービス事業の充実 
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（ⅳ）短期集中予防サービス 

訪問型短期集中予防及び通所型短期集中予防サービスは、体力の改善や日常生活動作

等の改善に向けた支援が必要な人に対し、個別的で集中的な支援を行います。短期間集

中的にサービスを提供することにより、重度化防止に取り組み、一般介護予防事業等へ

つなげるよう支援します。 

 

・訪問型短期集中予防サービス 

・通所型短期集中予防サービス 

 

 

  

介護予防事業等については、平成29年度（2017年度）から制度の見直しにより、年

齢や心身の状態像などによって分け隔てることなく、誰もが利用しやすい居場所として充

実させることで、社会参加や生きがいづくりを通じた効果的な介護予防となるように取組

を進めています。 

また、サルコぺニア（加齢に伴って筋力が減少する状態）を予防し、要介護状態に陥る

リスクが高くなるフレイル（心身の活力が低下した虚弱な状態、要介護と健康の中間状態）

を防ぎ、進行させないために、一般介護予防事業では、食事と口腔と運動を『介護予防の

三本柱』として重点的に取り組みます。 

機能訓練などの高齢者本人へのアプローチだけでなく、生活環境の調整や、地域の中に

生きがい・役割をもって生活できるような居場所づくりを充実するなど、周囲への働きか

けや支援を含めた事業も推進します。 

 

    

・一般介護予防事業 

 

 

 

効果的な介護予防を推進するためには、市が実施する介護予防教室だけでなく、地域住

民等による多様な介護予防の場も必要です。そのため、今後も介護予防講座などの機会を

通じて介護予防の普及啓発に努めるとともに、地域において介護予防の活動を行う団体等

の育成・支援に努めます。 

また、地域の団体等が行う介護予防の取組にリハビリテーションの専門職等を活用し、

参加者の状態に応じた助言を行うことにより、質の向上を図り、幅広く高齢者が参加でき

るように努めます。 

 

    

・一般介護予防事業 

 

 
関連事業など 

 
関連事業など 

 
関連事業など 

③一般介護予防事業の充実・推進 

④地域の介護予防活動への支援 
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ボランティアや地域住民などによる多様な介護予防の場は、高齢者が単に支援を受ける

側になるのではなく、時に支援をする側になり、自らの経験や知識を活かし、企画運営に

携わることでやりがいを感じ、そのことが自身の生きがいや介護予防につながっている側

面もあります。 

そうした活動が、身近な地域の中でより一層展開していくように、参加の機会や場の創

出に努めていきます。 

 

 

・健康長寿サポーター養成講座 

 

 

 

 

＜健康長寿サポーター養成講座＞ 

  

 
関連事業など 

⑤社会参加を通じた介護予防の推進 
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  基本理念３ 

  住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

 

○要介護認定者や認知症の人の増加に伴い、医療的ケアや認知症ケアを必要とする高齢者がさ

らに増加することが見込まれており、介護サービス基盤の整備と併せて、最期まで住み慣れ

た地域で生活し続けるための体制を推進していくことが重要です。 

○高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、介護や日常生活への支援が必要となっ

ても、安心して生活できる住まいの確保が必要です。 

○介護保険制度の円滑な運営を図るために、引き続き利用者本位の視点に立ち、普及啓発や情

報提供に努めます。 

○サービスが適切に提供されているかという観点で、持続可能な介護保険制度の構築に資する

ものとして、これまで以上に適正な要介護・要支援認定や介護給付適正化事業に積極的に取

り組み、介護保険制度への信頼感を高めるとともに、介護保険財政の一層の健全性の確保と

制度の安定運営に努めます。 

○最期まで住み慣れた地域で生活を続けるために、医療との連携強化や地域とのつながりの強

化など、地域包括ケア体制の推進のため、多角的な視点で事業者の支援を行います。また、

人材確保については、事業者の目下の課題であり、サービスの充実という観点で、事業者と

協働して人材確保と資質の向上について検討を行います。 

○低所得者の介護保険料や介護サービス等の利用料の負担軽減を図ります。 

このような考え方を踏まえ、次の４点を重点施策として掲げます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

３．住み慣れた地域で安心して暮らせ

るまちづくり 

基本理念 重点施策 

(１) 介護サービスの充実と基盤整備 

(３) 適切な介護サービスの提供と質の向上

    
(４) 低所得者への配慮と費用負担の公平化 

(２) 高齢者の住まいの環境づくり 
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【サービス基盤の整備】 

最期まで住み慣れた地域で生活し続けることができるよう、中重度者の在宅生活を支える

サービスの普及・展開を図るため、下記のサービスを中心に、サービスの普及に取り組むと

ともに、サービス基盤の整備を進めます。 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／年 360 480 600 

小規模多機能型居宅介護 人／年 2,652 2,964 3,192 

看護小規模多機能型居宅介護 人／年 348 348 600 

  

 

【自立支援の理念の実現】 

  「自立支援」の理念の実現のため、下記の４つの取組を位置付け、目標を定めることで一

体的に推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

ケアプラン点検 件／年 50 50 50 

ケアマネジメントに関する勉強会 回／年 10 10 10 

宇治市福祉人材研修 回／年 10 10 10 

介護保険制度出張講座 回／年 10 10 10 

 

介護支援専門員の行う 

ケアマネジメントの質の向上 

 

ケ
ア
プ
ラ
ン
点
検 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
勉
強
会 

宇
治
市
福
祉
人
材
研
修 

サービス事業者への支援 

宇
治
市
福
祉
人
材
研
修 

市民への普及啓発 

介
護
保
険
制
度
出
張
講
座 

介護保険の目指す「自立支援」の理念の実現 

住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりに関する指標 
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重点施策（１）介護サービスの充実と基盤整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最期まで住み慣れた地域で生活を続けられるよう、各サービスの見込み量の算出を行うと

ともに、高齢者の実態やニーズを踏まえた上で、在宅生活を支えるサービスを中心に整備を

進めます。基盤整備については、訪問系サービス及び医療系サービスを中心に充実を図って

いきます。さらに、認知症の人に適切なサービスが提供されるよう整備を進めます。 

また、本計画に定めるサービス見込み量に要する費用額に基づき、３年間を通じて財政の

均衡を保つように保険料を設定します。 

 

 

 

 

本計画期間の平成30年度（2018年度）から平成32年度（2020年度）及び平成37

年度（2025年度）のサービス見込み量は、国の基本指針のほか、これまでの利用実績、

実態調査の結果などを踏まえながら、次の手順で算出しました。 

 

 

 

 

  

重点施策 具体的な施策 

（１）介護サービスの充実と基盤整備 ①介護サービス見込み量の算出 

②居宅サービスの基盤整備 

③地域密着型サービスの基盤整備 

⑤介護保険財政と介護保険料について 

④施設サービスの基盤整備 

【基本的な考え方】 

【具体的な施策】 

①介護サービス見込み量の算出 
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（ⅰ）介護サービス見込み量の算出手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ステップ１ 被保険者数及び要介護・要支援認定者数の推計 

要介護・要支援認定率の設定 

被保険者数(40歳以上)の実績 

人口の実績 

要介護・要支援認定者数の実績 

被保険者数の推計 

ステップ２ 施設サービス・居住系サービスの利用者数の推計 

人口の推計 

要介護・要支援認定者数の推計 

居住系サービス利用者数見込みの設定 

施設サービス利用者数見込みの設定 
給
付
実
績 

給
付
実
績 

居宅サービス受給対象者数を推計 

各サービスの必要量(年間)を推計 

各サービスの供給量見込み(年間)の設定 

ステップ３ 居宅サービス・地域密着型サービス（居住系サービスなどを除く）の見込み量の推計 

各サービス別利用者１人あたり 
利用回数・日数の設定 

 

各サービス別利用１回／１日あたり
給付額の算出 

 

各サービス別利用率の設定 

受給率の設定 
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（ⅱ）高齢者人口及び要介護・要支援認定者数の推計 

要介護・要支援認定者数の推計は、被保険者数の推計値に年齢階層・性別・要介護度

別の認定率を乗じて算出しました。将来人口において、認定率が高い傾向にある後期高

齢者の人口が増加するため、全体の認定率は上昇する見込みです。 

 
■高齢者人口の推計 

                           
   

平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成37年度 

(2025年度) 

 65-69歳 14,067 12,594 11,631 9,496 

70-74歳 13,553 14,250 15,028 11,106 

前期高齢者 27,620 26,844 26,659 20,602 

 75-79歳 11,058 11,674 11,389 13,847 

80-84歳 7,438 7,434 7,726 9,684 

85-89歳 4,184 4,364 4,575 5,767 

90歳以上 2,724 2,992 3,201 3,648 

後期高齢者 25,404 26,464 26,891 32,946 

合計 53,024 53,308 53,550 53,548 

                資料: 宇治市の将来人口推計(平成29年(2017年)6月版) 

 

■要介護・要支援認定者数の推計 

                  

  
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成37年度 

(2025年度) 

要支援１ 1,295 1,300 1,305 1,495 

要支援２ 1,176 1,225 1,278 1,464 

要介護１ 2,278 2,377 2,482 2,905 

要介護２ 1,660 1,632 1,587 1,913 

要介護３ 1,372 1,396 1,411 1,655 

要介護４ 986 990 987 1,174 

要介護５ 835 894 942 1,115 

合 計 9,602 9,814 9,992 11,721 

高齢者人口 53,024 53,308 53,550 53,548 

第１号被保険者数 52,874 53,153 53,392 53,380 

認定率 17.9% 18.2% 18.4% 21.6% 

 

 

 
 

※認定者数は第２号被保険者を含む 

※認定率は、65歳以上の認定者数／第１号被保険者数 

※認定者数は各年度9月末日、高齢者人口、第１号被保険者数は10月1日の値 

※各年度10月1日の値  

（単位：人） 

（単位：人） 
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■年齢別要介護・要支援認定者数の推移 

 
 

  65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上 合計 

平成30年度 

(2018年度) 
488 861 1,481 2,172 2,432 2,006 9,440 

平成31年度 

(2019年度) 
468 910 1,420 2,096 2,565 2,194 9,653 

平成32年度 

(2020年度) 
462 963 1,247 2,109 2,721 2,327 9,829 

平成37年度 

(2025年度) 
397 752 1,419 2,629 3,590 2,768 11,555 

※認定者数は第２号被保険者を除く 

 

  

（単位：人） 



第５章 計画の実現に向けた方策 

- 146 - 

 

（ⅰ）居宅サービス見込み量の推計 

各サービスの見込み量は、居宅サービス受給対象者数をもとに、サービス利用実績の

推移、実態調査の結果などを総合的に勘案して推計しました。 

 

■介護サービス見込み量 

  
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成37年度 

(2025年度) 

居宅介護支援 人／年 46,764 48,468 50,172 62,280 

訪問介護 人／年 17,976 18,360 18,804 18,828 

訪問入浴介護 回／年 5,268 5,508 5,814 6,649 

訪問看護 回／年 71,003 75,329 79,376 113,974 

訪問リハビリテーション 人／年 4,116 4,944 5,928 8,244 

通所介護 人／年 19,992 21,264 22,560 28,596 

通所リハビリテーション 人／年 7,296 7,824 8,328 10,344 

福祉用具貸与 人／年 32,664 34,176 35,484 46,428 

短期入所生活介護 日／年 49,624 50,095 50,456 72,386 

短期入所療養介護 日／年 3,800 3,922 3,981 4,985 

居宅療養管理指導 人／年 12,840 13,836 14,676 18,000 

特定福祉用具販売 件／年 780 816 840 1,416 

住宅改修費支給 件／年 828 852 888 1,644 

特定施設入居者生活介護 人／年 3,624 3,912 4,224 6,336 

 

 

■介護予防サービス見込み量 

  
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成37年度 

(2025年度) 

介護予防支援 人／年 7,716 8,292 8,892 11,184 

訪問入浴介護 回／年 0 0 0 0 

訪問看護 回／年 3,958 5,170 5,826 8,980 

訪問リハビリテーション 人／年 372 420 468 1,260 

通所リハビリテーション 人／年 1,224 1,584 1,956 2,460 

福祉用具貸与 人／年 8,148 8,880 9,600 14,748 

短期入所生活介護 日／年 535 535 535 754 

短期入所療養介護 日／年 0 0 0 0 

居宅療養管理指導 人／年 420 456 504 624 

特定福祉用具販売 件／年 312 324 336 516 

住宅改修費支給 件／年 420 420 420 504 

特定施設入居者生活介護 人／年 420 420 420 480 

 

 

※平成37年度（2025年度）の見込み量については、今後の制度改正等により変動する場合があります。 

※平成37年度（2025年度）の見込み量については、今後の制度改正等により変動する場合があります。 

 
関連事業など 

②居宅サービスの基盤整備 
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（ⅱ）居宅サービス見込み量の確保策 

下表のとおり、必要なサービス提供基盤の整備を推進し、居宅サービス見込み量の確

保を図ります。居宅サービスについては、在宅での生活を支えるサービスとして、訪問

系サービス及び医療系サービスを中心に充足を図ります。 

 

■居宅サービス見込み量の確保策 

サービス 確保策 

居宅介護支援 

介護予防支援 

○サービスの実施状況を踏まえつつ、サービス提供基盤の

整備を図ります。 

○介護予防支援について地域包括支援センターと連携が

とれる体制の整備に努めます。 

訪問介護 
○サービスの実施状況を踏まえつつ、サービス提供基盤の

整備を図ります。 

訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴介護 

○現状のサービス提供基盤で、見込み量を確保できる見込

みです。 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

○医療的ケアの必要性が高まることが考えられるため、サー

ビス提供事業者の新規参入や事業拡大を促進します。 

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 

○医療的ケアの必要性が高まることが考えられるため、サー

ビス提供事業者の新規参入や事業拡大を促進します。 

通所介護 
○利用意向の高いサービスであるため、地域ごとのニーズ

を踏まえつつ、サービス提供基盤の整備を図ります。 

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 

○医療的ケアの必要性が高まることが考えられるため、サー

ビス提供事業者の新規参入や事業拡大を促進します。 

短期入所生活介護 

介護予防短期入所生活介護 

○現状のサービス提供基盤で見込み量を確保できる見込

みです。 

短期入所療養介護 

介護予防短期入所療養介護 

○サービスの実施状況を踏まえつつ、サービス提供基盤の

整備を図ります。 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具貸与 

○現状のサービス提供基盤で見込み量を確保できる見込

みです。 

特定福祉用具販売 

特定介護予防福祉用具販売 

○現状のサービス提供基盤で見込み量を確保できる見込

みです。 

住宅改修費支給 

介護予防住宅改修費支給 

○利用者、ケアマネジメント担当者、改修業者に対して制

度の周知を図るとともに、適正な改修を推進します。 

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 

○現状のサービス提供基盤で見込み量を確保できる見込

みです。 

 

 

  

 
関連事業など 
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平成37年（2025年）を見据え、これまで在宅生活の継続を支えるサービス基盤の整

備を進めてきました。第７期計画においては、最期まで住み慣れた地域で生活し続けるこ

とができるよう、中重度者の在宅生活を支えるサービスの普及・展開を図るため、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や看護小規模多機能型居宅介護を

中心に、医療との連携強化や事業者間、地域とのつながりの強化など、さらなるサービス

の普及に繋がるよう、事業者と共に取り組むとともに、サービス基盤の整備を進めていき

ます。 

また、認知症の人は年々増加しており、今後も認知症の人やその家族・介護者を支える

サービスが必要となります。認知症の人がより家庭的な雰囲気で、きめ細やかなサービス

を受けることができるよう認知症対応型共同生活介護の整備を進めます。 

さらに、認知症になっても、初期から人生の最終段階まで、症状の進行に応じた適切な

医療・介護・福祉サービスを、馴染みの場所で馴染みのスタッフから受けることができる

認知症総合支援施設「京都認知症総合センター」の在宅支援機能として認知症対応型通所

介護を、施設機能として認知症対応型共同生活介護を新たに整備します。 

なお、第７期計画において、地域密着型サービスの基盤整備については、日常生活圏域

ごとの整備を基本としますが、増加する要介護認定者や認知症の人に対応するため、状況

に応じて、整備数を確保することを優先して整備を進めます。 

 

 

 

＜認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護 併設事業所＞

 

  

③地域密着型サービスの基盤整備 
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（ⅰ）地域密着型サービス見込み量の推計 

地域密着型サービスは、日常生活圏域ごとの人口や要介護・要支援認定者数、整備状

況から見込み量を推計しました。 

 

■日常生活圏域別人口・要介護・要支援認定者数                

日常生活圏域 総人口 
高齢者人口 

（65 歳以上） 
高齢化率 認定者数① 

①のうち 

要介護３～５ 

東宇治北 27,126  6,821  25.2%  1,265 429 

東宇治南 38,800  10,900  28.1%  2,021 652 

中宇治 25,252  7,716  30.6%  1,408 489 

北宇治 41,687  10,906  26.2%  1,771 592 

西宇治 28,194  8,856  31.4%  1,459 478 

南宇治 26,982  7,470  27.7%  1,282 385 

合計 188,041  52,669  28.0%  9,206 3,025 

※人口は、平成29年（2017年）10月1日の値 

※要介護・要支援認定者数は、住所地特例者を除く平成29年（2017年）9月末日の値 

 

 

■地域密着型サービス見込み量 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成37年度 

(2025年度) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／年 360 480 600 2,160 

認知症対応型通所介護 人／年 2,160 2,232 2,256 2,460 

小規模多機能型居宅介護 人／年 2,652 2,964 3,192 3,816 

認知症対応型共同生活介護 人／年 3,084 3,300 3,408 4,428 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人／年 348 348 348 696 

看護小規模多機能型居宅介護 人／年 348 348 600 696 

地域密着型通所介護 人／年 4,140 4,164 4,200 5,796 

※平成37年度（2025年度）の見込み量については、今後の制度改正等により変動する場合があります。 

 
 

■地域密着型介護予防サービス見込み量 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成37年度 

(2025年度) 

認知症対応型通所介護 人／年 60 72 84 180 

認知症対応型共同生活介護 人／年 0 0 0 0 

※平成37年度（2025年度）の見込み量については、今後の制度改正等により変動する場合があります。 

 

  

（単位：人） 
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（ⅱ）地域密着型サービス見込み量の確保策 

下表のサービス提供基盤を整備することにより、見込み量の確保に努めます。 

 

■地域密着型サービス整備計画 

日常生活圏域 
平成30年度 

（2018年度） 

平成31年度 

（2019年度） 

平成32年度 

（2020年度） 

東宇治北    

東宇治南   小規模多機能（29） 

中宇治 
認知症デイ(12) 

グループホーム(18) 
 

グループホーム（18） 

小規模多機能（29） 

北宇治  
グループホーム（18） 

小規模多機能（29） 
 

西宇治  グループホーム（18）  

南宇治    

宇治市全域  看護小多機（29）  

※（  ）内は定員 

※表中の表記 

認知症デイ･･･････認知症対応型通所介護 

グループホーム･･･認知症対応型共同生活介護 

小規模多機能･････小規模多機能型居宅介護 

看護小多機･･･････看護小規模多機能型居宅介護 

※地域密着型サービスの基盤整備については、日常生活圏域ごとの整備を基本としますが、増加する要介護

認定者や認知症の人に対応するため、状況に応じて、整備数を確保することを優先して整備を進めます。  
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（ⅰ）施設サービス見込み量の推計 

施設サービスについては、在宅で介護を受けることが困難で入所の必要性が高い重度

の要介護者数と施設整備予定から見込み量を推計しました。 

 

■施設サービス見込み量 

    
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成37年度 

(2025年度) 

介護老人福祉施設 人／年 8,028 8,088 8,232 10,284 

介護老人保健施設 人／年 6,144 6,300 6,456 7,896 

介護療養型医療施設 人／年 1,932 1,932 1,932 0 

介護医療院 人／年 0 0 0 2,064 

※平成37年度（2025年度）の見込み量については、今後の制度改正等により変動する場合があります。 

  

 

（ⅱ）施設サービス見込み量の確保策 

次期計画での整備に向けて、京都府と連携しながら必要なサービスを確保していきま

す。 

 

■施設サービス見込み量の確保策 

 確保策 

介護老人福祉施設 
○老朽化した既存の介護老人福祉施設の建て替え等に伴い、増床によ

る整備を図ります。 

介護老人保健施設 ○現状のサービス提供基盤で見込み量を確保できる見込みです。 

介護療養型医療施設 

○平成35年度（2023年度）末まで介護療養型医療病床の転換が延

長されたことや新規指定が行われないことに伴い、医療機関の動向

に対応します。 

介護医療院 
○介護療養型医療病床からの転換先として、医療機関の動向に対応し

ます。 

 

 

 

  

④施設サービスの基盤整備 
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国

20.0% 国(調整交付金)

5.0%

都道府県

12.5%市町村

12.5%
第２号被保険者

27.0%

第１号被保険者

23.0%
国

15.0%
国(調整交付金)

5.0%

都道府県

17.5%市町村

12.5%
第２号被保険者

27.0%

第１号被保険者

23.0%

 

（ⅰ）財源構成 

保険給付に要する費用は、50％を公費で負担（国 25.0％、府 12.5％、市 12.5％、

ただし、施設分については、国 20.0％、府 17.5％、市 12.5％）し、残りを第１号被

保険者、第２号被保険者からの保険料で負担する仕組みとなっています。 

第１号被保険者と第２号被保険者の保険料の負担割合は、第 7 期計画期間においては、

第１号被保険者は 23.0％、第２号被保険者は 27.0％となります。（第 6 期計画期間で

の負担割合は、第１号被保険者が 22.0％、第２号被保険者が 28.0％） 

■保険給付費の財源構成    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）保健福祉事業、市町村特別給付、区分支給限度基準額の上乗せについて 

保健福祉事業、市町村特別給付、区分支給限度基準額の上乗せについては、第１号被

保険者の保険料のみを財源とし、上乗せした場合は第１号被保険者の保険料が上昇する

ことや、平成18年度（2006年度）以降は要介護・要支援認定を受けていない被保険

者及び要介護者の家族を対象に、介護者などの支援や被保険者が要介護状態になること

を予防するための事業を地域支援事業として実施していることから、第４期から第６期

計画と同様に、第７期計画でも介護保険特別会計の事業としては実施しません。 

 

※保健福祉事業 

第１号被保険者の保険料を財源として、要介護・要支援認定を受けていない被

保険者及び要介護者の家族を対象に、介護者などの支援や被保険者が要介護状態

になることを予防するための事業を実施することができます。 

 

※市町村特別給付 

第１号被保険者の保険料を財源として、要介護・要支援者を対象に、法定サー

ビス以外の要介護状態の軽減や重度化の防止、要介護状態になることを予防する

ための事業を実施することができます。 

 

※区分支給限度基準額の上乗せ 

第１号被保険者の保険料を財源として、市町村独自の判断で法定サービスの区

分支給限度基準額を変更し、保険給付の額を増やすことができます。 
 

居宅給付費 施設等給付費

第１号被
保険者,
21.00%

国（調整
交付金）,

5.00%

都道府県,
12.50%第２号被

保険者,
29.00%

市町村,
12.50%

国, 20.00% 国, 15.00%

市町村,
12.50%

第２号被
保険者,
29.00%

都道府県,
17.50%

国（調整
交付金）,

5.00%

第１号被
保険者,
21.00%

居宅給付費 施設等給付費

第１号被
保険者,
21.00%

国（調整
交付金）,

5.00%

都道府県,
12.50%第２号被

保険者,
29.00%

市町村,
12.50%

国, 20.00% 国, 15.00%

市町村,
12.50%

第２号被
保険者,
29.00%

都道府県,
17.50%

国（調整
交付金）,

5.00%

第１号被
保険者,
21.00%

⑤介護保険財政と介護保険料について 
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（ⅲ）第 1 号被保険者の介護保険料の段階設定 

介護を社会全体で支え合い、介護が必要な人に対して必要な給付を行っていくという

介護保険制度の趣旨を尊重しながら、第６期計画期間においては、次の３点に配慮し、

保険料の設定を行いました。 

○介護給付費準備基金の取り崩しにより、保険料の上昇を抑制しました。 

○低所得者へは、国の標準的な保険料割合より低い割合に引き下げました。 

○住民税課税者層へは、第６期計画に引き続き、きめ細やかな多段階設定により保険

料割合の弾力化を行い、所得に見合った保険料割合にしました。 

   

第７期計画期間においては、第６期計画の15の保険料段階を継続し、次の３点を基

本方針として保険料の設定を行い、被保険者の納得・理解が得られるよう努めます。 

 

 

○保険料基準額の上昇抑制 

○低所得者へ配慮した保険料割合の設定 

○被保険者の負担能力に応じた保険料割合の設定 

   

上記の基本方針を実現する具体的な方策として、次の３点を中心とし、保険料の設定

を行います。 

 

 

○介護給付費準備基金の取り崩しにより、保険料の上昇抑制に努めます。 

○低所得者へは、国の標準的な保険料割合より低い割合に引き下げ、負担軽減に努め

ます。 

○住民税課税者層へは、実態調査の結果も踏まえて、所得に見合った保険料割合にす

ることで負担感の軽減を図ります。 

 

また、第 6 期計画に引き続き、保険給付費及び地域支援事業費の 50％とは別枠で公

費を投入し、低所得者の介護保険料軽減を行う仕組みを設けます。 

  

＜具体的な方策＞ 

＜基本方針＞ 
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■第７期 保険料段階設定 

保険料段階 対象者 割合 
保険料額 

（年額） 

第１段階 

生活保護受給者 

老齢福祉年金受給者（住民税非課税世帯） 

住民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入額とその他の

合計所得金額の合計が 80 万円以下 

基準額×0.40 
＜基準額×0.45＞ 

24,960 円 

第２段階 
住民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入額とその他の

合計所得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下 
基準額×0.60 37,430 円 

第３段階 
住民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入額とその他の

合計所得金額の合計が 120 万円を超える 
基準額×0.70 43,670 円 

第４段階 

本人が住民税非課税（世帯に課税者あり）で、本人の公的

年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が 80 万円以

下 

基準額×0.80 49,910 円 

第５段階 

本人が住民税非課税（世帯に課税者あり）で、本人の公的

年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が 80 万円を

超える 

基準額 62,380 円 

第６段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が 125 万円以下 基準額×1.10 68,620 円 

第７段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 125 万円を超え 

200 万円未満 
基準額×1.30 81,100 円 

第８段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円以上 

300 万円未満 
基準額×1.65 102,930 円 

第９段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 300 万円以上 

400 万円未満 
基準額×1.95 121,650 円 

第１０段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 400 万円以上 

500 万円未満 
基準額×2.10 131,000 円 

第１１段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 500 万円以上 

600 万円未満 
基準額×2.25 140,360 円 

第１２段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 600 万円以上 

750 万円未満 
基準額×2.40 149,720 円 

第１３段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 750 万円以上 

900 万円未満 
基準額×2.55 159,070 円 

第１４段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 900 万円以上 

1,000 万円未満 
基準額×2.70 168,430 円 

第１５段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が 1,000 万円以上 基準額×2.95 184,030 円 

※＜  ＞は公費投入前の割合 

※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額 

※長期・短期譲渡所得がある場合、合計所得金額からは租税特別措置法の長期・短期譲渡所得の特別控除額を控除

した額で算定  
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重点施策（２）高齢者の住まいの環境づくり 

 

 

 

 

 

 

実態調査の結果を踏まえると、多くの高齢者が住み慣れた地域での生活を希望しています。

本人の状態や住まいの立地条件等によって高齢者の住環境へのニーズも変わってくること

から、暮らし方や住まいの選択、利用ができるよう、居住環境を整える施策が重要となって

きます。 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」を踏まえ、高齢者が安全、安心に暮らすために

適切な住まいを選択、利用できるよう、高齢者の生活に配慮した住宅並びに良好な住環境の

整備を図ります。 

 

 

「宇治市高齢者住まいに関する指針」に基づき、高齢者向け住宅の規模、契約関係、サー

ビス、立地条件等の基準を満たした住宅を認証するなど、良質な住宅（サービス付き高齢

者向け住宅、有料老人ホームなど）が整備されるよう、引き続き住宅部局とも連携を図り

つつ取り組みます。また、重度の要介護状態となっても暮らし続けられるよう、今後は医

療・介護サービスとの連携について検討していきます。 

また、住宅の改修等の事業について普及啓発を図り、住まいのバリアフリー化の推進を

図ります。 

 

・住宅改修相談事業・住宅改造助成事業 

・家具等倒壊防止金具購入助成事業 

・宇治市高齢者住まいに関する指針認証事業 

■有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の設置数 

住宅の種類 設置数 居室数 定員数 

有料老人ホーム 4（1） 570 683 

サービス付き高齢者向け住宅 6（5） 273 293 

ケアハウス 4 140 140 

※平成29年（2017年）11月1日時点   ※（ ）内は「宇治市高齢者住まいに関する指針」の認証数 

 

養護老人ホームは、環境上の理由や経済的な理由によって居宅での生活が困難な高齢者

を対象としており、今後もセーフティネット機能を持った施設として重要であることから、

設置法人と引き続き連携を図りながら、適切な支援に取り組みます。 

重点施策 具体的な施策 

（２）高齢者の住まいの環境づくり ①多様な住まい・良好な住まいの環境づくり 

②住まい確保困難者への支援 

 
関連事業など 

【基本的な考え方】 

【具体的な施策】 

①多様な住まい・良好な住まいの環境づくり 

②住まい確保困難者への支援 
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重点施策（３）適切な介護サービスの提供と質の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険制度への信頼を高め、持続性を確保するために、サービスが適切に提供されてい

るかという観点で、これまで以上に適正な要介護・要支援認定や介護給付適正化事業に積極

的に取り組みます。 

また、最期まで住み慣れた地域で生活を続けるために、医療との連携強化や地域とのつな

がりの強化など、地域包括ケア体制の推進のため、多角的な視点で事業者の支援を行います。   

さらに、人材確保については、事業者の目下の課題であり、サービスの充実という観点で、

事業者と協働して人材確保と資質の向上について検討を行います。 

 

 

 

認定調査は、公平公正に行われる必要があり、原則、本市の認定調査員が行う「直営調

査」を継続し、申請件数の増加に伴い遠隔地調査や市内調査の一部については「委託調査」

を実施し、迅速な認定調査に努めます。 

また、認定調査票は全件点検し、認定調査員に対する指導や計画的な研修を行うことで

調査員の資質向上を図り、認定調査の適正化に努めます。 

介護認定審査会は、その審査判定結果が保険給付の出発点になることから適正に行われ

る必要があります。 

本市は介護認定審査会の事務局として、各合議体の審査判定基準の平準化に取り組み、

各合議体の審査判定が適正に行われるように努めます。 

審査会委員に対しては、計画的に研修会を実施し、各合議体の審査判定結果データの比

較分析、事例検討を行うなど、審査判定基準の平準化に取り組みます。また、国に認定審

査データなどについても提供し、その集計結果等を周知することなどにより、より適正な

介護認定審査会の運営を図ります。 

 

・介護給付適正化事業（介護認定調査状況の点検） 

重点施策 具体的な施策 

（３）適切な介護サービスの提供と質

の向上 

①適正な要介護・要支援認定 

②保険給付の適正化 

③介護サービス事業者への支援と指導 

⑤介護保険制度に関する情報提供の充実 

④介護人材の確保と資質向上 

 
関連事業など 

【基本的な考え方】 

【具体的な施策】 

①適正な要介護・要支援認定 
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持続可能な介護保険制度の構築に資するよう、保険給付の適正化を進めるため、京都府

国民健康保険団体連合会による介護給付適正化支援業務と併せて、電算システムを活用し

た介護給付費明細書の点検を実施していますが、今後もその取組を継続し、更なる点検体

制の強化とともに、利用者の自立支援に資する適切な介護サービスが提供されるよう保険

給付の適正化に取り組みます。 

ケアプラン点検事業においては、利用者の自立支援に資する適切なケアプランとなって

いるかをケアマネジャーとともに検証確認しながら、ケアマネジメントの標準・普遍化を

図り、ケアマネジャーの資質向上及び適正な保険給付の実施に努めます。さらに、サービ

ス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の高齢者向け住まいの入居者に焦点を当てた

ケアプラン点検の手法等について検討を行います。 

また、住宅改修費支給に関する事前審査の徹底など、その他の取組も継続し、適正な保

険給付が行われるよう取り組みます。 

 

 

・介護給付適正化事業（介護給付費明細書の点検・ケアプラン点検・住宅改修等の点検） 

 

 

（ⅰ）ケアマネジャーへの支援 

ケアマネジャーは介護サービスの利用にあたっての要となる存在であり、高齢者の自

立支援に向け重要な役割を担っています。ケアマネジャーの相談、援助技術や調整・対

応力の向上が不可欠です。 

本市では、ケアマネジャーに対して、ケアプランの質の向上のための専門的な研修を

行っており、引き続き時代背景やニーズに応じて研修内容を設定することで、より効果

的な研修の実施に努めます。併せて、主任ケアマネジャーの地域における役割の実践の

場として主任ケアマネジャーを中心に、市内の介護サービス事業所に所属してケアプラ

ンを作成するケアマネジャーを対象とした、ケアマネジメントに関する勉強会を実施す

ることで、ケアマネジャー相互の連携や課題の認識、ケアプラン作成のスキル向上を図

ります。 

また、介護支援専門員資格を保有する経験豊富な職員を継続的に任用し、医療機関と

の連携が必要な事例や支援が困難な事例等について、ケアマネジャーのケアプラン作成

を支援します。 

さらに、平成30年度（2018年度）から居宅介護支援事業所の指定権限が京都府か

ら本市に移譲されることから、よりケアマネジャーと積極的に関わり、総合的な観点で

ケアマネジャーの支援を充実させ、ケアプランの質の向上を図っていきます。 

 

 

・宇治市福祉人材研修事業 

・ケアマネジメントに関する勉強会 

・ケアプランアドバイザーの任用 

 
関連事業など 

 
関連事業など 

②保険給付の適正化 

③介護サービス事業者への支援と指導 
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（ⅱ）居宅サービス事業者への支援 

居宅サービス事業者が、利用者の自立支援に繋がる質の高いサービスを提供できるよ

う引き続き研修を実施します。また、研修を通じて事業者間で情報交換を図ることがで

きるようなプログラムを設定し、サービスの質の向上に取り組みます。 

また、事業者連絡会などとも連携し、介護保険の実施状況などの情報提供をしつつ、

利用者を取り巻く現状やサービスの利用状況について情報交換を図っていきます。 

 

 

・宇治市福祉人材研修事業 

 

 

（ⅲ）地域密着型サービス事業者への支援と指導 

地域密着型サービス事業者に対し、指定基準・運営基準などの遵守を徹底するととも

に、サービスの質の向上を図るため、市内の全地域密着型サービス事業所に集団指導及

び実地指導を行います。指導にあたっては、より効率的な実施方法・体制の検討を行い

ます。 

また、事業者連絡会など、事業者間での情報交換や交流を図りつつ、質の向上を目指

す環境の整備についても支援を行います。特に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、最期まで住み慣れ

た地域で生活し続けることができるよう整備を進めており、これらのサービスをより普

及させることが重要です。市独自報酬の設定や定期的な普及に向けた意見交換会など、

事業者と連携をして取り組んでいきます。 

 

（ⅳ）施設サービス事業者への支援 

平成16年度（2004年度）から利用者と施設との橋渡し役として派遣している介護

相談員により、利用者の抱える問題の解決に向けた働きかけを行っています。介護相談

員の研修及び意見交換の機会を確保・充実することにより介護相談員の資質向上を図り

ます。 

また、施設間の交流の場などを通じて、情報交換や情報の共有を行うことにより、サー

ビスの質の向上に向けた取組を引き続き推進します。 

 

 

・介護相談員派遣事業 

 

 

  

 
関連事業など 

 
関連事業など 
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京都府介護・福祉ジョブネットへの参加など、京都府と連携を図りながら、介護サービ

ス事業者等と協働して、介護人材等の確保対策の実施について検討するとともに、介護職

員の育成・定着に向けた支援に努めます。 

また、介護ロボットは、介護従業者の身体的負担の軽減や業務の効率化に資する新たな

技術が活用されており、介護従業者が継続して就労するための環境整備として有効とされ

ていることから、本市としても、介護ロボットの普及促進に努めます。 

 

 

今回の介護保険制度改正では、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代

間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、利用者の自己負担割合の見直

しが行われ、これまでの２割負担者のうち現役並みの所得のある者の負担割合は３割にな

ります。市民の社会保障費への負担感を和らげるとともに、よりわかりやすい各種広報冊

子やパンフレットの発行、市政だより、「かいごほけんだより」を活用し、介護保険制度

について市民に周知します。また、介護保険制度に関する知識の普及啓発を図るため、「介

護保険制度出張講座」を引き続き実施します。 

ホームページについては、情報内容が利用者にとって、より利用しやすいものとなるよ

う改善・充実に取り組みます。併せて冊子やホームページに掲載している各サービス事業

者の情報についても内容をより充実するとともに、介護サービス情報や第三者評価事業の

受診結果が公表されているサイトを閲覧できるように設定し、利用者が事業者を選択する

際の参考になるように取り組みます。 

 

 

・宇治市のかいごほけんだより 

・介護サービス事業所ガイドブック 

・介護サービス事業所マップ 

・介護保険制度周知用パンフレット 

・介護保険制度出張講座 

 

  

 
関連事業など 

④介護人材の確保と資質向上 

⑤介護保険制度に関する情報提供の充実 



第５章 計画の実現に向けた方策 

- 160 - 

重点施策（４）低所得者への配慮と費用負担の公平化 

 

 

 

 

 

 

 

 

低所得者の介護保険料や介護サービス等の利用料の負担軽減を図ります。 

 

 

 

＜国の施策＞ 

 第 6 期計画に引き続き、保険給付費及び地域支援事業費の 50％とは別枠で公費を投入

し、低所得者の介護保険料軽減を行う仕組みを設けます。 

 

＜本市の施策＞ 

第 7 期計画期間においては、基本方針の１つである「低所得者へ配慮した保険料割合の

設定」を実現するため、具体的には次の方策により、保険料の設定を行います。 

 

＜具体的な方策＞ 

○低所得者へは、国の標準的な保険料割合より低い割合に引き下げ、負担軽減に努めま

す。 

○市独自の軽減措置は、第 6 期計画に引き続き実施し、第２段階又は第３段階で特に

収入が少ないなど、一定の要件を満たした人は申請により、保険料額の減額を行いま

す。 

 

 

 

これまでに実施してきた軽減制度を引き続き実施し、介護保険法上の制度である高額介

護サービス費の支給や高額医療合算介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費、

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度により、低所得者に対する負担の軽減を図り

ます。 

  

重点施策 具体的な施策 

（４）低所得者への配慮と費用負担の

公平化 

①第１号被保険者の介護保険料の軽減 

②利用料の軽減 

【基本的な考え方】 

①第１号被保険者の介護保険料の軽減 

【具体的な施策】 

②利用料の軽減 
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■第７期 保険料軽減のポイント 

 

 

基準額

第６段階～第15段階

本人が住民税非課税
（第１号被保険者全体に対する割合：おおむね６割）

第３段階

第４段階

第２段階

第５段階

第１段階

(継続３)多段階設定 段階数10（基準額に対する割合）

(継続１)

国基準の割合を宇治市基準の割合に引き下げる
第１段階:0.50⇒0.45

第２段階:0.75⇒0.60

第３段階:0.75⇒0.70
第４段階:0.90⇒0.80

(継続２)

公費投入による軽減策

第１段階:0.45⇒0.40(0.05軽減)

＜200万円

＜300万円

＜400万円

＜500万円

＜600万円

＜750万円

＜900万円

＜1000万円

≧1000万円

0.40
0.45
0.50

0.60

0.70
0.75
0.80

1.10

0.90

1.30

1.65

1.95

2.10

2.25

2.40

2.55

2.70

2.95

本人が住民税課税
（第１号被保険者全体に対する割合：おおむね４割）
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第６章 高齢者保健福祉を担う主体の役割と連携 

１．市民・民間・行政の協働の仕組みづくり 

平成37年（2025年）には、団塊の世代が75歳以上となり、支援を必要とする高齢者の

増加が見込まれています。そのため、高齢者を含む市民が安心して住み慣れた地域で生活す

ることができるよう、医療、介護、予防、生活支援、住まいが連携し一体的に提供していく

仕組みに、社会参画、生きがいを加えた「宇治方式地域包括ケアシステム」の推進に向けて、

さらに取り組む必要があります。 

取組を推進するためには、行政だけでなく、市民や民間事業者、関係団体、地縁組織、ボ

ランティア団体、NPOなど多様な主体もそれぞれの役割を果たしつつ、協働して地域包括

ケアシステムを推進する過程を共有し、計画・実行していくことが必要です。 

 

 

２．関係機関の役割と連携 

  「宇治方式地域包括ケアシステム」の推進のためには、関係機関の役割を明確にして相互

がスムーズに連携できるよう、ネットワークの体制づくりが重要です。 

  本市をはじめとする各主体が担う主な役割を以下のとおりとします。 

 

 

   本市の目指す「すべての高齢者が住み慣れた地域において、健やかに、生きがいをもっ

て、安心して暮らすことができる地域社会」を実現するには、市民（特に、本計画の主役

である高齢者）の主体的な参画が重要です。 

   市民は、健康づくりや介護予防に取り組み（自助）、介護保険制度の仕組みを理解する

とともに、支援が必要な人のために共に支え合えるよう（互助）、地域の力を高める主体

的な役割を担います。 

 

  

   本計画で掲げる 3 つの基本理念を実現するためには、地域社会の担い手として、当事者

等の関係団体や、民生児童委員、地縁組織、ボランティア団体、NPO など多様な主体が

それぞれの特徴を活かし、役割を果たすことが重要です。生きがいづくりや健康づくり、

ネットワークづくり、仲間づくり、支え合い・支援活動など、それぞれの取組や活動を推

進することが、「地域の力」を高めることに繋がり、豊かな地域社会の形成や地域包括ケ

アシステムの推進に資することになります。 

   これらの団体等と連携しつつ、個々の活動を推進し、地域社会の担い手としての役割を

担います。  

市民 

関係団体・民生児童委員・地縁組織・ボランティア団体・NPO・中間組織など 
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   高齢者が住み慣れた地域で生活を継続していけるように、関係機関との調整を図るコー

ディネーターとして位置付けられており、「宇治方式地域包括ケアシステム」の中核を担

う機関です。 

高齢者に関わる問題の総合相談窓口としての機能とともに、高齢者の状態に応じて、包

括的・継続的なケアマネジメントを適切に実施することで、地域における介護予防の拠点

としての役割を担います。 

    

 

     宇治久世医師会は、本市と連携して地域住民のための医療・保健・福祉の活動を展開し

ています。ライフサイクルを通じての各種保健活動や救急医療を含む地域医療を積極的に

担って、地域住民の医療サービスの充実に取り組んでいます。 

宇治久世歯科医師会は、本市と連携して地域に密着したかたちで、地域住民の歯や口腔

の健康を守る事業に取り組んでいます。各種健診を通じて、健康の維持、増進に取り組ん

でいます。 

城南薬剤師会は、調剤及び調剤時の服薬指導や情報提供を行い、地域住民一人ひとりの

健康づくりに寄与するとともに、身近な医療の相談窓口として取り組んでいます。 

在宅医療の充実に向けて、宇治久世医師会を中心とした医療介護連携推進プロジェクト

に取り組んでおり、介護と連携し、高齢者が住み慣れた地域での生活を最期まで続けるこ

とができるよう、在宅医療・介護連携を推進する役割を担います。 

 

 

   本市からの委託事業として、これまでの介護予防事業や地域包括支援センター運営事業、

初期認知症総合相談支援事業、地域福祉センター指定管理事業等に加えて、総合事業の開

始に伴い、通所型短期集中予防サービスや生活支援体制整備事業（生活支援コーディネー

ター）、生活支援員（39支援員）養成事業を行っており、高齢者保健福祉施策の推進に関

し、本市を補完する協働のパートナーとしての役割を担います。 

   また、民間事業の立場から、地域密着型に基軸を置いた公益目的事業への取組を推進し

ていきます。 

 

 

   地域福祉の推進役として、地区社会福祉協議会、学区福祉委員会をはじめ、地域社会に

おける多様な住民活動の橋渡し役を行い、住民主体による支え合う地域社会の実現と地域

の福祉力の向上を支援するとともに、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「我が事」として参画し、人と人、人

と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」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役割を担います。 

    

地域包括支援センター 

宇治久世医師会・宇治久世歯科医師会・城南薬剤師会 

宇治市福祉サービス公社 

宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治） 
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また、本市からの委託事業として、介護予防事業や生活支援体制整備事業（生活支援コー

ディネーター）を行っており、市民が自らの力を出し合い、協働を基調としながらそれぞ

れの役割が発揮できる参画社会の実現を目指します。 

 

 

   高齢者支援の専門機関として、適正なケアプランに基づいた質の高いサービスを提供す

るとともに、利用者が適切なサービスを受けて自立した生活を送ることができるよう支援

する役割を担います。 

 

 

   高齢者保健福祉施策及び介護保険事業を総合的に推進し、高齢者の生きがいづくりや健

康づくり、介護予防事業等を通じて、社会参加から参画に繋がるように支援します。 

   また、保険者として、介護保険事業の適正な運営、介護保険制度や介護サービスに関す

る情報提供や開示に努めます。 

   そして、「宇治方式地域包括ケアシステム」の一層の推進に向けて、市民や関係機関等

と協働して取り組みます。 

 

 

３．計画の点検・進行管理 

  本市では、本計画の進捗状況を点検・管理する機関として、「宇治市高齢社会対策協議会」

をはじめ、「地域包括支援センター運営協議会」や「地域密着型サービス運営委員会」を設

置しています。 

 

 

   高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の点検や進行管理を行うとともに、次期計画策

定に向けて、宇治市のあるべき高齢社会について提言を行います。 

 

 

   公正・中立性の確保の観点から、地域包括支援センターで行う包括的支援事業の運営状

況などを評価し、事業の円滑な実施を図ります。 

 

 

   地域密着型サービスを行う事業者の指定や、運営状況に関する評価及び指定基準や介護

報酬の設定などについて協議を行い、サービスの適正な運営を確保します。 

  

サービス提供事業者 

宇治市 

宇治市高齢社会対策協議会 

地域包括支援センター運営協議会 

地域密着型サービス運営委員会 
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■計画の実現に向けた取組体制 

 

 

 

 

 

 

 

健 康 長 寿 日 本 一 の 実 現 

 
宇 治 方 式 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム 

計画 

（Ｐｌａｎ） 

○プランの策定 

 

宇治市高齢社会
対策協議会

 

実施 

（Ｄｏ） 

○プランに基づ

いた施策・事

業の実施 

点検・評価 

（Ｃｈｅｃｋ） 

○プラン進捗状況の 

点検・評価 

 

宇治市高齢社会対策 
協議会

・地域包括支援センター 
運営協議会 

・地域密着型サービス 
運営委員会 

関係団体 

・宇治市福祉サービス公社 

・宇治市社会福祉協議会 

・宇治久世医師会 

・宇治久世歯科医師会 

・城南薬剤師会、宇治久世薬剤師

会 

・サービス提供事業者 

・民生児童委員、地縁組織、ボラ

ンティア団体、ＮＰＯ 等 

市   民 

改善 

（Ａｃｔｉｏｎ） 

○実施方法等の 

改善 

○必要な施策・事業

の検討 

調整・連携 協働 

参 

画 

情 

報 

提 

供 

市
民
委
員 
 
 
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 
・
市
民
説
明
会 

宇 治 市 
地域包括支援センター 

国方針 

・介護保険事業計画基本指針 

京都府方針 

・地域包括ケアシステム推進 

プラン 

 

支援 相談・参画 
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資 料 編 
 

1．宇治市高齢社会対策協議会設置規程 

 

(目的及び設置) 

第1条 本市において急速に進行する高齢化に向け、活力ある高齢社会を構築するため、宇

治市高齢社会対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

 

(担任事項) 

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。 

(1) 高齢化対策に係る計画策定に関すること。 

(2) 高齢化対策の推進に関すること。 

(3) その他必要と認められる事項 

 

(組織) 

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。 

2 委員は、次の各号に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 知識経験を有する者 

(2) 関係団体の代表者 

(3) 市民代表 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 市職員 

(6) その他市長が適当と認める者 

 

(任期) 

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

 

(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、市長が定める。 

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、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し、会長がその議長となる。 
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(専門部会) 

第7条 会長は、必要に応じて専門部会を設置し、協議会が必要とする事項について調査、

研究等を行わせることができる。 

2 専門部会に部会長を置く。 

3 部会長は、会長が定める。 

 

(意見の聴取等) 

第8条 会長は、協議会の会議又は専門部会の会議において必要があると認めるときは、委

員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めるこ

とができる。 

 

(庶務) 

第9条 協議会の庶務は、健康長寿部健康生きがい課において処理する。 

 

(委任) 

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

2 この規程の施行後最初の懇話会の会議の招集は、第6条の規定にかかわらず、市長が行

う。 

3 平成25年1月に委嘱され、又は任命される委員の任期に係る第4条第1項の規定の適用

については、同項中「3年」とあるのは、「平成27年3月31日まで」とする。 

 

附 則(平成10年告示第54号) 

この告示は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則(平成10年告示第89号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成12年告示第39号) 

この告示は、平成12年4月1日から施行する。 

附 則(平成13年告示第5号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成17年告示第65号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則(平成24年告示第130号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成26年告示第54号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則(平成27年告示第80号) 

この告示は、公布の日から施行する。  
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2．宇治市高齢社会対策協議会委員名簿 

 

  （敬称略） 

分野 氏   名 所 属 等 備考 

学識経験者 

◎岡本 民夫 同志社大学 名誉教授  

岡田 まり 立命館大学 産業社会学部 教授  

桂 敏樹 京都大学大学院 医学研究科 教授  

保健医療 

関係者 

門阪 庄三 宇治久世医師会 副会長  

中村 長隆 宇治久世歯科医師会 在宅高齢者歯科委員  

岩本 利広 京都府山城北保健所 企画調整室長  

福祉関係者 

○伊藤 義明 宇治市社会福祉協議会 会長 ～平成28年3月31日 

○池田 正彦 宇治市社会福祉協議会 副会長 平成28年4月1日～ 

久西 義治 
宇治市民生児童委員協議会 副会長 

～平成28年12月4日 

関戸 安夫 平成28年12月5日～ 

兒玉 邦子 宇治市介護支援専門員連絡会   

市民 

原 保彦 市民代表（65歳以上）  

勝谷 幸子 市民代表（40歳以上65歳未満）  

桂 あゆみ 市民代表（20歳以上40歳未満）  

費用負担関係者 小山 茂樹 宇治商工会議所 副会頭  

議会 
荻原 豊久 

文教福祉常任委員会 委員長 
～平成29年5月22日 

稲吉 道夫 平成29年5月23日～ 

行政 
佐藤 政紀 

宇治市 福祉こども部長 
～平成28年3月31日 

星川 修 平成28年4月1日～ 

◎会長  ○副会長 ◎会長 ○副会長  
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3．計画策定の経過 

 

開催回 開催日 内 容 

第 1 回 平成27年6月30日 

○宇治市高齢社会対策協議会について 

○宇治市高齢者保健福祉計画・第 7 期介護保険

事業計画について 

第 2 回 平成28年7月5日 
○宇治市の高齢者等の現状について 

○介護予防・日常生活支援総合事業の概要 

第 3 回 平成28年12月9日 
○アンケート調査について 

○介護予防・日常生活支援総合事業について 

第 4 回 平成29年6月8日 

○地域包括ケアシステムの強化のための介護保

険法の一部を改正する法律案について 

○第7期計画の策定プロセスについて 

○第6期計画の進捗状況について 

○「これからの高齢者の暮らしに関する調査報告

書」について 

○「在宅介護実態調査」について 

第 5 回 平成29年9月7日 

○第７期介護保険事業計画に関する基本指針

（案）について 

○高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画

の方向性について 

○地域包括支援センターの機能強化について 

○「見える化システム」による現状分析について 

○介護サービス基盤の整備の方向性について 

第 6 回 平成29年10月17日 
○高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画

の構成案 

第 7 回 平成29年11月28日 

○高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画 

初案（案） 

○保険料について 

○パブリックコメントの実施について 

第 8 回 平成30年2月2日 

○高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画

（初案）に関するパブリックコメント・市民説

明会の実施結果について 

○宇治市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事

業計画（最終案）について 
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4．パブリックコメント及び市民説明会 

 

 本計画策定にあたり、市民の意見等を募り、計画に反映するために、パブリックコメント

及び市民説明会を実施しました。 

 

（1）意見募集期間 

  平成29年(2017年)12月20日（水）から平成30年(2018年)1月19日（金）まで 

 

（2）市民説明会の開催 

（1）1月13日（土） 午前10時から 

生涯学習センター           参加者 49人 

（2）1月17日（水） 午前10時から 

西小倉地域福祉センター        参加者 28人 

（3）1月18日（木） 午後2時から 

東宇治地域福祉センター        参加者 50人 

市民説明会参加者合計 127 人 

 

（3）提出された意見 

   ①パブリックコメント 

     

 

提
出
方
法 

① 窓口 10 人 

② 郵送 2 人 

③ FAX 4 人 

④ E メール 2 人 

⑤ 市民の声投書箱 2 人 

 

      

 

   ②市民説明会 

     

  

      

 

提出意見数の合計  95 件 

ⅰ 意見提出者数  20 人 

ⅱ 意見数   65 件 

ⅰ 意見者数  17 人 

ⅱ 意見数   30 件 
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5．用語解説 

 あ 行                               

一次予防事業、二次予防事業 

一次予防事業は65歳以上の方が対象で、二次予防事業は65歳以上の方で特に介護が必要

になるおそれの高い方を対象とし、介護が必要な状態になる前から、地域で健康な生活を続

けていけるよう支援する事業で、生活機能の維持又は向上、介護予防に向けた取組を行って

いた。平成29年度（2017年度）からは「総合事業」の開始に伴い、従来の区分をせずに

一般介護予防事業として実施している。 

 

インセンティブ 

努力して良い結果を出すと見返りを得られる仕組みとして、予め決められた報酬とは別の、

仕事の成果に応じて追加で与える報酬のことを指す。 

 

宇治市健康づくり・食育推進計画 

  健康増進法で規定する健康増進計画と食育基本法で規定する食育推進計画を一体として

策定した計画。「こんにちはと笑顔で健やか宇治のまち」を基本理念に、全ての市民が住み

慣れた地域で、生涯いきいきと心身ともに健康で豊かに暮らすことができるよう、「健康・

笑顔・活気」あふれるまちづくりの実現に向けて、市民一人ひとりや行政・関係団体が一体

となって健康づくり・食育に取り組むための行動計画。 

 

宇治市住宅マスタープラン 

住んでよかったと思える、住みごこちのよい魅力ある住まいづくりを目指すために、市

民・事業者・行政が協力しながら住宅施策を進めるための、指針を示すもの。今日的な課題

を踏まえ、「災害に強い安全・安心な居住環境づくり」「子育てを支援する住環境の整備」「空

き家の適正管理と有効活用」をポイントに平成29年（2017年）3月に改訂。 

 

宇治市障害者福祉基本計画・宇治市障害福祉計画・宇治市障害児福祉計画 

障害のある人等の地域生活を支援するためのサービス提供体制を計画的に整備するため

の計画。 

 

宇治市総合計画 

本市の目指す都市像とその実現に向けた方向性を示した、まちづくりの最高指針となる計

画。 
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宇治市地域福祉計画 

社会福祉法に規定された「地域福祉の推進」を具体化するために、住民、社会福祉に関す

る活動を行う人々、福祉サービス事業者、社会福祉協議会、行政の５者が相互に連携・協働

して生活課題の解決を図り、誰もが地域の中で安心して暮らせることを目指す、総合的な福

祉のまちづくり計画。 

 

宇治市地域防災計画 

災害対策基本法の規定に基づき、宇治市防災会議が策定する計画。宇治市の気象、地勢、

地域特性に即して作成する災害対策全般にわたる基本的な計画のこと。 

 

宇治市特定健診等実施計画 

宇治市国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法等に関する基

本的な事項及びその成果に係る目標に関する事項について定める計画。 

 

宇治市認知症アクションアライアンス（れもねいど） 

まちぐるみで認知症の人を支えるネットワークを構築し、医療・福祉・介護といった専門

的分野だけでなく、生活に関わるすべての分野でも認知症を正しく理解し、それぞれの立場

からできることを考え、自ら行動（アクション）しようという取組のこと。  

宇治市全体が認知症の人に対して自ら行動を起こし、それが広がっていくように、宇治市

の認知症事業のイメージである「れもん（Lemon）」に、手伝う・援助するという意味を持

つ「えいど（Aid）」という単語を組み合わせて名付けたもの。 

 

宇治方式地域包括ケアシステム 

医療、介護、予防、生活支援、住まいが連携して一体的にサービスを提供していく仕組み

に、高齢者の社会参画と生きがいを加えた、宇治市独自の地域社会全体で支える体制。 

 

ＮＰＯ 

Nonprofit Organizationの略で「民間非営利組織」の意味。医療・福祉、環境、文化、

芸術、まちづくり、国際協力などの分野において、営利を目的とせず、社会的な公益活動を

行う民間の組織をいう。特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）による認証を受け、法人格を得

たＮＰＯの団体をＮＰＯ法人（特定非営利法人）という。 

 

 か 行                               

介護サービス事業所 

要介護者等に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する事業者。 
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介護相談員 

特別養護老人ホームやグループホームなどの施設を訪問し、利用者が快適な日常を送るこ

とができるよう、施設に対する要望や疑問、不安解消のための相談に応じ、介護サービスの

質的向上を図る役割を担う。 

 

介護予防 

要介護状態の軽減や悪化の防止だけでなく、高齢者が地域で自立した生活が送れるように

することも目的として自ら行うもの。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

地域支援事業の一つで、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可能とすることを目指す事業。 

平成27年度（2015年度）介護保険制度改正により、従来予防給付として提供されてい

た全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が当該事業に移行することとなり、要

支援者自身の能力を最大限に活かしつつ、住民等が参画するような多様なサービスを総合的

に提供可能とする仕組みに見直された。 

 

基準額 

各保険料段階において保険料を決める基準となる額のこと。 

 

虐待 

  他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれ

るような状態に置かれることで、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的

虐待、経済的虐待、セルフネグレクト（自己放任）がある。 

 

協働 

市民、行政、企業、教育機関などの地域に存在する自立したそれぞれの主体が、それぞれ

の他者の主体性を尊重しつつ、相互作用により創造的な効果を発揮し、対等な立場で責任を

共有しながら目標の達成に向けて連携すること。 

 

京都式地域包括ケアシステム 

平成23年（2011年度）６月に設立された京都地域包括ケア推進機構のもと、行政・医

療・介護・福祉はもとより、弁護士会などの司法関係団体や大学などあらゆる機関・団体が

連携・協働し、オール京都体制で高齢者を支援すること等により、高齢者が住み慣れた地域

で安心して暮らしていくために必要な各種サービスを切れ目なく、ワンストップで提供して

いく体制。 
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ケアハウス 

  老人福祉法における軽費老人ホームの一種で、低額な料金で高齢者を入所させ、食事の提

供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設。 

 

ケアマネジメント 

支援を必要とするサービス利用者の心身状態や生活背景等を踏まえて介護支援を行うも

ので、迅速かつ効果的に必要とするすべての保健・医療・介護・福祉サービスを受けられる

ように調整することを目的とした援助展開の方法。 

 

健康寿命 

日常的に介護を必要としないで、心身ともに自立し、健康に生活ができる期間。 

 

健康長寿サポーター 

  高齢者を対象とした簡単な生活支援（掃除や買い物等）や通いの場等の居場所でのボラン

ティア活動など、地域で新たに活動に取り組むサポーターのことで、「宇治市健康長寿サポー

ター養成講座」を受講された方。 

 

言語聴覚士 

音声機能や言語機能、聴覚などの障害によりコミュニケーションが困難な人に対し、言語

訓練などにより機能の維持向上を図ることで、自立生活や社会復帰を支援する専門職。   

Speech-Language-Hearing Therapist、略称「ＳＴ」。 

 

権利擁護 

  権利を守ること。 

 

行動変容 

習慣化された行動パターンを変えること。特に生活習慣病予防には、食事や運動などの日

常生活において改善が必要な行動や生活習慣を見直し、望ましい行動をとれるようにするこ

とが重要である。 

 

高齢化率 

総人口に占める65歳以上の高齢者人口の割合。 

 

高齢者住まい法 

高齢者の居住の安定確保に関する法律。高齢者の居住の安定を確保するため平成23年

（2011年）に改正され、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と連携して、高齢者を

支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設された。 
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高齢者保健福祉オンブズマン制度 

高齢者保健福祉サービス利用者からの苦情の解決を支援するための制度。不正、不当な行

政執行や施設処遇に対する監視・観察、または苦情解決等を行うことにより、サービス利用

者の権利及び利益を擁護する。 

 

国民健康保険団体連合会 

国民健康保険の保険者が、共同でその目的を達成するために設立している公法人で、都道

府県ごとに設置されており、保険者の事務の連絡や診療報酬の審査支払いなどを行う。 

また、国民健康保険法による業務のほか、介護保険法による介護サービス費の請求に対す

る審査支払いや介護サービスの質の向上に関する調査やサービス事業者に対する指導・助言、

介護サービス利用者からの苦情・相談への対応などを行う。 

 

 さ 行                               

サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造などを有し、介護・

医療と連携し高齢者の安心を支えるサービスを提供する住宅。 

 

作業療法士 

身体や精神に障害のある人に対し、社会生活や日常生活で、できるだけ自立した生活がで

きるように、手工芸や日常の生活場面など具体的作業を用いて、指導・援助にあたる専門職。  

Occupational Therapist、略称「ＯＴ」。 

 

サルコペニア 

  加齢に伴って筋力が減少する状態。 

 

自助・互助・共助・公助 

  自らが働いて自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという「自助」を基本としな

がら、共同して高齢や疾病・介護を始めとする生活上のリスクに備える仕組みである「共助」

が自助を支え、自助や共助では対応できない困窮などの状況については、受給要件を定めた

うえで必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉などの「公助」が補完する仕組み。また、

地域内にある、制度としての医療・介護サービスだけでなく、住民主体のサービスやボラン

ティア活動などの数多くの資源によるインフォーマルな助け合いも「互助」と位置付けてい

る。 

 

社会資源 

人々の生活の諸要求や問題解決の目的に使われる各種の施設、制度、機関、知識や技術な

どの物的、人的資源の総称。 
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社会福祉法人 

社会福祉法における社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人。民法による公

益法人の不備を補正するものとして特別に創設された公益性の高い法人で、入所施設など第

１種社会福祉事業を実施できる。 

 

住所地特例 

宇治市に住所を有している被保険者が、他市町村の特別養護老人ホームなどの特定の施設

に入所して施設所在地に住所を変更した場合、変更先の市町村の被保険者ではなく、元の住

所地（宇治市）の被保険者となること。この場合の保険給付は、宇治市の介護保険財政から

支払われることになる。 

 

シンポジウム 

  定められたテーマについて、何人かの意見発表と、それに対する参加者の質問によって研

究討論をする会。 

 

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員） 

高齢者の介護予防・生活支援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

おいて介護予防・生活支援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機能）を果たす者をいう。 

 

生活習慣病 

糖尿病、高血圧症、脂質異常症、がんなどの病気のように、食事や運動、ストレスなどの

普段の生活習慣が原因となる病気をいう。 

 

成年後見制度 

判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などが契約締結や費用支払

いなどの財産管理、施設や介護サービスの選択などの療養看護についての契約などの法律行

為を行うのが困難な場合に、後見人などを選任することにより、これらの人を支援する制度。 

 

前期高齢者・後期高齢者 

高齢期を２期に区分した場合に65歳以上75歳未満の人を前期高齢者、75歳以上の人を

後期高齢者という。 

 

壮年期 

仕事や子育てなど、心身ともに充実した活動的な時期から、次第に体に機能が低下し、健

康に対する意識が高まる時期で、30歳から64歳までの時期。 
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 た 行                               

第１号被保険者・第２号被保険者 

介護保険の被保険者のうち、65歳以上の人を第１号被保険者、40歳以上65歳未満で医

療保険に加入している人を第２号被保険者という。 

 

第１次産業 

農業、林業、漁業など、自然から直接資源を採取する産業。 

 

第３次産業 

金融、小売業、サービス業など、目に見えないサービスや情報などの生産を行う産業。 

 

第２次産業 

  鉱工業、製造業、建設業など、自然から採取した資源を加工して富を作り出す産業。 

 

団塊ジュニアの世代 

第２次ベビーブーム世代、昭和46年（1971年）から昭和49年（1974年）までに生ま

れた世代。 

 

団塊の世代 

第１次ベビーブーム世代、昭和22年（1947年）から昭和24年（1949年）までに生ま

れた世代。 

 

地域ネットワーク 

住み慣れた地域で高齢者が安心して生活ができるように高齢者を支える、宇治市社会福祉

協議会、地区社会福祉協議会、学区福祉委員会、民生児童委員協議会、ボランティア団体、

自治会・町内会、医療機関など、人や組織のつながりの仕組み。 

 

地域包括支援センター 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員及びそれらに準ずる者を配置し、専門職の協働

により、「第１号介護予防支援事業」「総合相談支援業務」「権利擁護業務」「包括的・継続的

ケアマネジメント支援業務」を担う地域包括ケアシステムの中核機関。 

 

地縁組織 

自治会、町内会、それらの連合体など近隣自治組織のこと。 

 

超高齢社会 

高齢化率が21％を超え、５人に１人以上が高齢者である社会。 
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 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、介護給付など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市町村が定める圏域。 

 

日常生活自立支援事業 

認知症や知的障害、精神障害により判断能力の不十分な人が、地域において自立した生活

を送ることができるよう、社会福祉協議会が利用者との契約に基づき、日常的な金銭管理や

契約行為、福祉サービスの利用援助などを行う事業。 

 

認知症 

脳の病気に起因する認知機能障害によって、生活機能（日常生活や社会生活）に支障をき

たした状態のこと。早期及び適時、適切な支援を行うことで進行を遅らせることができる。 

 

認知症あんしんサポーター 

認知症あんしんサポーター養成講座を受講し、認知症を正しく理解した、認知症の人の応

援者となる人。 

 

認知症家族支援プログラム 

認知症の人の家族介護者が交流し、気持ちを分かち合うことで、介護負担を少しでも軽く

するための取組で、公益社団法人認知症の人と家族の会が開発した独自のプログラム。専門

家による講義（病態について・服薬について・かかわり方等）や家族同士の交流会を行って

いる。 

 

認知症キャラバン・メイト 

認知症あんしんサポーター養成講座で講師役を務める人。認知症キャラバン・メイト養成

研修を修了した人がその役割を担う。 

 

認知症ケアパス（れもんパス） 

認知症ケアパスとは、認知症の発症前から、常に介護が必要な時まで、「その人の様子」

や、「暮らしの中の困りごと」に応じ、「いつ、どこで、どのような相談や支援を受けること

ができるのか」というケアの流れを示したもので、れもんパスは、宇治市版認知症ケアパス

として、認知症の人や家族が、安心して住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるために、

本人や家族に必要な支援やサービスを例示したもの。 

 

認知症コーディネーター（認知症地域支援推進員） 

宇治市の認知症ケアの中心を担い、認知症の予防、普及啓発、家族支援、早期支援のすべ

ての事業を把握し、それぞれを必要とする方に適した事業へとつなぐ専門職。 

認知症の人やその家族が生活しやすいよう、地域の医療や介護、福祉だけでなく、さまざ



資料編 

- 179 - 

まな業種の方とも関係づくりを行い「認知症の人にやさしいまち・うじ」のネットワークを

広げている。 

 

認知症対応型カフェ（れもんカフェ） 

  認知症の人やその家族、また認知症の不安のある人や地域の人などが気軽に集えて、認知

症についての話、ミニコンサート、交流タイムや専門職との個別相談ができるカフェのこと

で、日常生活圏域ごとに開催している。 

 

 は 行                               

パブリックコメント 

行政機関などが政策立案にあたり、広く住民に初案を公表し、それに対して出された住民

の意見や提案を政策に反映させる制度。 

 

バリアフリー 

高齢者や障害のある人をはじめ、全ての人が社会生活をしていく上で、障壁（バリア）と

なるものを取り除くという意味。段差などの物理的バリアを取り除くだけでなく、より広い

意味で社会参加を困難にしている社会的、物理的、心理的なバリアを取り除いていくことに

も用いられる。 

 

ピアカウンセリング 

同じ立場、同じ背景を持つ人同士が対等な立場で話を聞き合うこと。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

事業を継続的に改善する仕組み。計画（Plan）、実施（Do）、点検・評価（Check）、改

善（Action）を一貫した流れのものとして捉え、それらを循環させることで、以降の施策・

事業の改善に結び付ける手法のこと。 

 

フレイル 

  心身の活力が低下した虚弱な状態、要介護と健康の中間状態。 

 

ボランティア 

自主的に無償で社会活動などに参加し、奉仕活動をする人のこと。また、奉仕活動そのも

のを指すこともある。近年では、交通費などの実費や一般相場より少ない対価を受ける有償

ボランティアも増加している。 
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 や 行                               

有料老人ホーム 

  高齢者を入居させ、「入浴、排せつ若しくは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等

の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する施設。 

 

 ら 行                               

理学療法士 

身体に障害のある人に対し、寝返り、起き上がり、起立、歩行などの基本的動作能力の回

復や維持及び障害悪化の予防のために、運動療法、日常生活動作訓練、物理療法（温熱、電

気、水）などの方法を用いて治療を行う専門職。Physical Therapist、略称「ＰＴ」。 

 

れもねいだー 

認知症の正しい理解を持ち、認知症の人やその家族をサポートする意欲あふれる人材で、

「認知症を正しく理解するための連続講座」及び「認知症あんしんサポーター養成講座」を

受講し、登録をされた方。 

 

ロコモティブシンドローム 

  骨や筋肉といった運動器の機能低下により、要介護状態となるリスクが高い状態。 
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