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１ 計画策定の背景 

 日本の高齢化は急速に進行しており、平成 27 年国勢調査によると 65 歳以

上高齢者が人口に占める割合（高齢化率）は 26.6％です。富山県は全国平均

を上回る速さで高齢化が進んでおり、黒部市においても同様の高齢化率を示し

ています。黒部市の高齢化率は、同調査によると 30.5％となっています。少

子化とともに高齢化がこのまま進行しますと、３年後には高齢化率が 32.6％

となり、また、団塊の世代がすべて 75 歳以上となる平成 37 年には、市民の

３人に１人が 65 歳以上高齢者となると推計されています。 

 あわせて、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加が見

込まれ、医療や介護、生活支援に関することなど、高齢者を取り巻く状況は大

きく変化し、そのニーズも多様化することが予測されます。こういった状況を

踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で安全に安心して生き生きと暮らせるまちを

実現するため、今後の状況変化に的確に対応していく必要があります。 

 

 

２ 計画の位置付け 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第 20 条の 8 の規定に基づき、高齢者の心身

の健康の保持と生活の安定などを図ることを目的に策定するものです。すべて

の高齢者を対象として、必要な福祉サービス事業の量や、福祉関連事業の推進

方法等を在宅･施設施策それぞれについて策定し、高齢者福祉施策の推進に努め

るものとされています。また、介護保険法第 117 条の規定により、介護保険

事業計画と一体で作成することとされています。本市においては、1 市 2 町で

構成する新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合で作成する第 7 期介護保

険事業計画との整合性を図りながら策定していくこととしています。 

本計画は、平成 27 年 3 月に策定した、「黒部市高齢者福祉計画」（平成 27

年度～平成 29 年度）の見直しを行い、黒部市総合振興計画の施策の展開方針

である『高齢者が健康で生きがいをもって暮らせるまち』を基本目標に、高齢

者施策をよりきめ細かく推進するための新たな「高齢者福祉計画」を策定する

ものです。 

 

第１章 高高齢齢者者福福祉祉計計画画のの概概要要  
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― 計画の位置付け（イメージ） ― 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 期介護保険事業計画 
2018 年度～2020 年度 

 (平成 30 年度～32 年度) 

（新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合） 

整合性 

第 2 次黒部市総合振興計画 
2018 年度～2027 年度 

（平成 30 年度～平成 39 年度） 

 

黒部市高齢者福祉計画 
2018 年度～2020 年度 

(平成 30 年度～32 年度) 

黒部市地域福祉計画 
2014 年度～2018 年度 

(平成 26 年度～30 年度) 

黒部市の長期的かつ基本的な方向性を示し、これを実

現していくための手段等を、総合的・体系的に示す市政

運営の基本となる計画 

 

老人福祉法に基づき、市の高

齢者福祉サービスの見込量を明

らかにし、事業全般に渡り、供

給体制の確保に関して必要な事

項を定める計画 

社会福祉法に基づき、市や専門

機関と地域住民や地域福祉活動

団体、ボランティアなど地域に関

わるものが協働し、支援を必要と

している人を支えていく理念と

しくみをつくる計画 

介護保険給付等対象サービス

や地域支援事業の見込み量を定

めるなど、介護保険事業の運営に

際して必要な事項を定める計画 
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３ 計画の期間 

 黒部市高齢者福祉計画は、介護保険法による介護保険事業計画の計画期間に

合わせ、3 年計画としました。本計画の計画期間は平成 30 年度から平成 32

年度までの 3 年間です。 

 

  

2009 

(平 21) 

2010 

(平 22) 

2011 

(平 23) 

2012 

(平 24) 

2013 

(平 25) 

2014 

(平 26) 

2015 

(平 27) 

2016 

(平 28) 

2017 

(平 29) 

2018 

(平 30) 

2019 

(平 31) 

2020 

(平 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 なお、計画期間においても、国の制度改正や社会情勢の変化を踏まえ、必要

に応じて見直しを行います。 

黒部市高齢者福祉計画 

（平成 24～26 年度） 
黒部市高齢者福祉計画 

（平成 27～29 年度） 

黒部市高齢者福祉計画 

（平成 30～32 年度） 

介護保険事業計画 

（平成 21～23 年度） 

第 4 期 

介護保険事業計画 

（平成 24～26 年度） 

第 5 期 

介護保険事業計画 

（平成 27～29 年度） 

第 6 期 

介護保険事業計画 

（平成 30～32 年度） 

第 7 期 

黒部市高齢者福祉計画 

（平成 21～23 年度） 

第 2 次黒部市 

総合振興計画 
（平成 30 年～39 年度） 

 

第 1 次黒部市 

総合振興計画 
（平成 20 年～29 年度） 
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１ 人口の推移  
 本市の人口は、平成 27 年は 40,991 人であり、ゆるやかな人口減少が続い

ていることがわかります。将来的に見ても、国勢調査を基礎とした過去の人口

動態や出生率･生存率等のデータを用いたコーホート要因法※によると、平成

32 年の本市の人口は約 39,358 人と推計され、この傾向は続いていくものと

見込まれます。また、平成 27 年の高齢化率は 30.5％と国より高い水準とな

っており、老年人口のうち半数以上が後期高齢者となっています。 

 本市では今後、後期高齢者人口の増加及び年少人口と生産年齢人口の減少に

より、更なる高齢化率の上昇が予想されており、高齢者福祉の重要性は益々高

まっていきます。 

 

 
 

 

実績値 推計値 

2000 年 

(平成 12 年) 

2005 年 

(平成 17 年) 

2010 年 

(平成 22 年) 

2015 年 

(平成 27 年) 

2020 年 

(平成 32 年) 

2025 年 

(平成37年) 

2030 年 

(平成42年) 

総 人 口 43,084 42,694 41,852 40,991 39,358 37,773 36,044 

年 少 人 口 
(15 歳未満) 

6,063 5,757 5,580 5,213 4,666 4,157 3,732 

生産年齢人口 
(15～64 歳) 

27,716 26,673 25,141 23,282 21,848 20,838 19,750 

老 年 人 口 
(65 歳以上) 

9,305 10,264 11,131 12,496 12,844 12,778 12,562 

 
 

前期高齢者 
(65～74 歳) 

5,184 5,117 5,319 6,202 5,891 4,839 4,514 

 
後期高齢者 
(75 歳以上) 

4,121 5,147 5,812 6,294 6,953 7,939 8,048 

高 齢 化 率 21.6％ 24.0％ 26.6％ 30.5％ 32.6％ 33.8％ 34.9％ 

後期高齢化率 9.6％ 12.1％ 13.9％ 15.4％ 17.7％ 21.0％ 22.3％ 

 

資料／実績値 国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

推計値 国立社会保障･人口問題研究所 

   （注）特別な記述がない限り、旧１市１町の数値を合計しています。（以下同様） 

    年齢不詳人口がいた場合は、総人口と整合性を図るため、各年齢層の人口割合で按分を行ってい

ます。 

  

※コーホート要因法：男女別の 5 歳階級ごとに時間変化（出生・死亡・移動）を軸に人口の変化を把

握する手法で、国立社会保障人口問題研究所（厚生労働省）の推計法。 

 
 

第２章 黒黒部部市市のの現現状状   

[人口の推移] 
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[年齢 4 区分別人口割合の推移] 

14.1% 13.5% 13.3% 12.7% 11.9% 11.0% 10.3%

64.3% 62.5% 60.1% 56.8% 55.5% 55.2% 54.8%

12.0% 11.9% 12.7%
15.1% 14.9% 12.8% 12.6%

9.6% 12.1% 13.9% 15.4% 17.7% 21.0% 22.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

15歳未満 15～64歳 65～74歳 75歳以上

     資料／実績値 国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 
推計値 国立社会保障･人口問題研究所 

      ※年齢 4 区分別人口割合＝年齢 4 区分別人口÷総人口 

 

 

[高齢化率の推移（全国・富山県・黒部市）] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料／実績値 国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

推計値 国立社会保障･人口問題研究所 
 ※高齢化率＝高齢者人口÷総人口 

  

（推計値） （推計値） （推計値） 

17.3%

20.1%

23.0%

26.6%

29.1%
30.3%

31.6%

20.8%
23.2%

26.2%

30.5%

32.7%

33.6% 34.5%

21.6%
24.0%

26.6%

30.5%

32.6%

33.8% 34.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

全国 富山県 黒部市

（推計値） （推計値） （推計値） 
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２ 地区別人口の状況 

 地区別の人口規模をみると、大布施（6,189 人）、石田（5,984 人）、三日

市（5,408 人）が大きく、音沢（205 人）、内山（468 人）、宇奈月（484

人）が小さくなっています。 

 また、年齢別にみると、15 歳未満の割合は、大布施（15.1%）で最も高く、

どの地区においても年少人口よりも老年人口の割合が高い状況です。 

高齢化率は、音沢（49.8％）、内山（48.9％）、下立（46.5％）、愛本（45.8％）

などで高く、他地区に比べ、より高齢化が進んでいることがわかります。 

その一方で、高齢化率について大布施は 22.3％、田家は 22.8％と低くなっ

ており、地区によって高齢化の状況に差がみられます。 
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 資料／住民基本台帳（平成 29 年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[地区別人口の状況] 

（人） 



8 

[地区別の年齢４区分別人口割合の状況] 

9.7% 11.8% 14.6% 11.6% 15.1%
11.3% 13.6% 13.9% 11.9% 8.9% 6.2% 5.8% 4.9% 5.5% 7.2%
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14.6%
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資料／住民基本台帳（平成 29 年 10 月 1 日現在） 

 

 

[地区別高齢化率の状況] 
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資料／住民基本台帳（平成 29 年 10 月 1 日現在） 

 

 田家･大布施地区の高齢化率が低い要因としては、近年の宅地造成やアパート

建設等により、若年層の転居等による増加が考えられます。 

（人） 
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3 65 歳以上高齢者世帯の状況 

 本市の高齢者のいる世帯の比率を全国と比較してみると、国より高い比率と

なっています。高齢者単身世帯の比率は、国より低く、県とほぼ同率で推移し

ていましたが、平成 27 年には県より低くなっています。高齢者夫婦世帯は国

より高い比率で推移しています。 

 地区別にみると、高齢者のいる世帯の割合は、宇奈月（37.5%）、大布施

（42.2％）、田家（45.0％）、石田（45.3％）が低く、下立（84.2％）、音沢

（82.1％）、愛本（81.8％）が高くなっています。 

 

 

[高齢者のいる世帯の推移] 
 

区分 

一 般 

世帯数 

（世帯） 

高齢者のいる世帯 

 高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 

世帯数 

（世帯） 

比率（％） 
世帯数 

（世帯） 

比率（％） 
世帯数 

（世帯） 

比率（％） 

市 県 国 市 県 国 市 県 国 

平成 

12 年 
13,761 6,103 44.3 43.5 32.2 753 5.5 5.6 6.5 1,143 8.3 7.9 7.8 

平成 

17 年 
14,282 6,684 46.8 45.3 35.1 991 6.9 6.8 7.9 1,362 9.5 9.3 9.1 

平成 

22 年 
14,564 7,211 49.5 47.8 37.3 1,189 8.2 8.2 9.2 1,563 10.7 10.6 10.1 

平成 

27 年 
14,737 7,718 52.4 51.5 40.7 1,400 9.5 10.2 11.1 1,773 12.0 12.2 11.4 

 

 資料／国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 
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[地区別にみた高齢者のいる世帯の状況－世帯数] 
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 資料／住民基本台帳（平成 29 年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

[地区別にみた高齢者のいる世帯の状況－世帯割合] 
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 資料／住民基本台帳（平成 29 年 10 月 1 日現在） 

 

（世帯） 
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４ 健康寿命について 

 平成 21 年 3 月に黒部市健康増進計画を策定し、健康上の問題で日常生活が

制限されることなく生活できる期間である「健康寿命」の延伸を基本目標に、

健康増進事業、介護予防事業を推進してきました。 

事業の取組状況や実績について検証し、見直しを行いながら、目標に向け計

画を展開しています。 

 

 

参考 

 [全国の平均寿命と健康寿命] 

 平成 22 年 平成 25 年 平成 27 年 

平均寿命 
男 79.55 歳 80.21 歳 80.75 歳 

女 86.30 歳 86.61 歳 86.99 歳 

健康寿命 
男 70.42 歳 71.19 歳 ― 

女 73.62 歳 74.21 歳 ― 
 

資料／平成 22 年平均寿命は、厚生労働省「平成 22 年完全生命表」、平成 25 年平均寿命は「平成 25

年簡易生命表」、平成 27 年平均寿命は「平成 27 年完全生命表」。健康寿命は、平成 27 年度厚

生労働科学研究費補助金健康日本 21（第二次）の推進に関する研究（研究代表者 辻一郎）-

健康寿命の指標化に関する研究（分担研究者 橋本修二）、日常生活に制限のない期間の平均。

以下同じ 

 

 

[富山県の健康寿命] 

 平成 22 年 平成 25 年 平成 27 年 

平均寿命（全国順位） 
男 79.71 歳（19 位） ― 80.61 歳（27 位） 

女 86.75 歳（10 位） ― 87.42 歳 （8 位） 

健康寿命（全国順位） 
男 70.63 歳（20 位） 70.95 歳（31 位） ― 

女 74.36 歳（13 位） 74.76 歳（14 位） ― 
 

資料／平均寿命は、厚生労働省「都道府県別生命表」 
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５ 高齢者の外出状況 

 新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合では、介護予防･日常生活圏域ニ

ーズ調査を、65 歳以上の方を対象に行いました。 

閉じこもり傾向の有無を調べる「外出を控えているか」の問いに「はい（控

えている）」と答えた方は 22.0％で、その理由として、17.4％の方が「外で

の楽しみがない」と回答しています。 

各事業を通じて外出の機会を提供し、健康や生きがいづくりを図る必要があ

ります。 

 

[週に１回以上は外出しているか] 

7.1% 12.5% 42.2% 36.5% 1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
ほとんど外出しない 週１回 週２～４回 週５回以上 不明

 

 

[外出を控えているか] 

22.0% 76.5% 1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 不明

 

 

[外出を控えている理由]                    （％） 

足
腰
な
ど
の
痛
み 

外
で
の
楽
し
み
が
な
い 

交
通
手
段
が
な
い 

ト
イ
レ
の
心
配 

（
失
禁
な
ど
） 

病
気 

耳
の
障
が
い 

（
聞
こ
え
の
問
題
な
ど
） 

経
済
的
に
出
ら
れ
な
い 

目
の
障
が
い 

障
が
い 

（
脳
卒
中
の
後
遺
症
な
ど
） 

そ
の
他 

不
明 

52.9 17.4 19.3 13.9 10.9 8.7 9.3 10.4 2.2 10.6 1.1 

                             

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 第７期介護保険事業計画 抜粋（黒部市分） 
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１ 高齢者福祉計画の基本目標 

 本計画では、本格的な長寿社会に対応するため、黒部市総合振興計画の基本

理念である「市民の参画と協働によるまちづくり」を基に、『高齢者が健康で生

きがいをもって暮らせるまち』づくりを基本目標として、高齢になっても誰も

が安心して心豊かに暮らせるように高齢者福祉施策、介護保険事業計画を総合

的に推進していくことを方針とします。 

 

２ 高齢者福祉計画の推進目標 

（１）社会参加と生きがいづくりの推進 

地域社会の中で自らの豊かな経験と知識･技能を活かし、自立的･積極的

に参加できるよう、老人クラブやシルバー人材センターなどへの活動支援

を推進し、高齢期を健康で生きがいをもって過ごせるよう、生きがいづく

り対策事業を推進します。また、様々な分野において NPO やボランティ

ア活動に参加しやすい環境づくりを進めます。 

（２）介護保険事業の充実 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことがで

きるよう、地域の実情に応じて、在宅医療と介護の連携、介護予防、住ま

い、生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の深化･

推進を図ります。特に、地域支え合い活動や介護予防活動を行う住民主体

の通いの場の地域展開を目指しながら、地域の活動や話し合いに対する支

援を推進します。 

また、要支援･要介護状態の軽減または重度化防止に資する質の高い効果

的なサービスの提供とサービス利用者の負担が適正となるよう努めます。 

（３）高齢者にやさしいまちづくりの推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、見

守り活動など地域で支える体制づくりや福祉サービスの充実･提供に努め、

高齢者にやさしいまちづくりを推進します。 

また認知症について、普及啓発と予防、早期発見･早期対応、認知症高齢

者とその家族等を支える相談体制の充実等、認知症施策の推進に努めます。 

 

第３章 高高齢齢者者福福祉祉施施策策のの方方針針  
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3 高齢者福祉計画の体系 
 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         下線は重点課題 

基本目標 推進目標 推進項目 

 高齢者の就業支援 

 生涯学習の推進 

 ボランティア･NPO 活動の育成･

推進 

 地域交流の場と生きがい事業の提供 

 高齢者の支援体制整備 

 福祉サービスの充実 

 相談体制等の充実 

 安全な生活環境づくり 

 認知症施策の推進 

 地域包括ケアシステムの深化･
推進 

 介護予防･日常生活支援総合事

業の推進 

 介護保険サービスの充実 

  

１社会参加と生きがいづく

りの推進 

３高齢者にやさしいまちづくり

の推進 

 

２介護保険事業の充実 

高
齢
者
が
健
康
で
生
き
が
い
を
も
っ
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 
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４ 福祉施策の重点課題 

 

（１）地域交流の場と生きがい事業の提供 

高齢者同士が親睦の輪を広げる地域交流の場として、老人クラブへの活

動支援や福祉センターでの活動支援を継続して行います。また、健康、生

きがいづくりの促進を図り、引きこもり防止、介護予防に繋がる生きがい

づくり事業等を充実させ、健康寿命の延伸を目指します。 

 

（２）地域包括ケアシステムの深化･推進 

団塊の世代の方々が 75 歳以上となる 2025 年に向けて、住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療･介

護･介護予防･住まい･生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステ

ムの深化･推進を図ります。 

 

（３）介護予防･日常生活支援総合事業の推進 

   要支援、要介護状態となることの予防やそれらの状態の軽減、悪化防止の

ために、一貫性･連続性のある総合的な介護予防システムの確立を図ります。

また介護する家族の負担軽減や、地域が一体となった体制づくり、地域住民

が互いに生活支援を行えるしくみづくりを推進します。 

 

（４）認知症施策の推進 

高齢化の進展に伴い認知症高齢者が増加しています。認知症に対する正

しい知識の普及と理解促進を図るため、認知症サポーター※の養成を行いま

す。また、認知症カフェの運営や認知症初期集中支援チーム※の設置により、

早期に認知症の診断が行われ、適切な医療、介護の提供が図られるしくみ

を構築するなど、認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地

域で暮らし続けることができるやさしい地域づくりを目指します。 

 

 
※認知症サポーター 

「認知症サポーター養成講座」を受講し、認知症に関する正しい知識と理解を有し、地域で認

知症高齢者を見守る応援者。 

   ※認知症初期集中支援チーム 

     複数の専門職が、認知症を疑われる方、認知症の方とその家族を訪問し、認知症の鑑別診断等

をふまえて観察･評価を行い、本人や家族支援などの初期の支援を包括的･集中的に行い自立生活

のサポートを行う。 
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 各   論 
  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
 

  第１章  社会参加と生きがいづくりの推進 

  第２章  介護保険事業の充実 

  第３章  高齢者にやさしいまちづくりの推進 

第２編 
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      ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 

 

 

少子高齢化の進展に伴い、元気な高齢者がいつまでも健康で生き生きと暮ら

すためには、人生の目標や楽しみ、またそれらを共に分かち合うことができる

仲間を持つことが良いとされています。さらに、高齢者が自分の持つ経験や能

力を生かして、人と関わり社会に参加していくことは、自らの健康維持や生き

がいにも繋がります。 

こうしたことから、高齢者が自ら積極的に社会参加できる環境づくりが必要

であるとの視点に立ち、趣味やスポーツ等の活動のほか、ボランティア活動や

就労への参加を支援し、多くの元気高齢者が活躍するまちづくりを目指してい

きます。 

 

 

 第１節 高齢者の就業支援 

 

１ シルバー人材センターへの支援 

【現 状】 

生きがいや社会貢献、健康づくりを兼ねて働きたいと考える高齢者が増えて

きています。少子高齢化の進行に伴う労働力人口の減少が見込まれる中、高齢

者の持つ経験や技術を地域で生かすことは、高齢者自身の生きがいに繋がりま

す。 

市シルバー人材センターは、働く意欲のある高齢者が年齢にかかわりなく活

躍できるよう、就業機会、職域の拡大とともに、高齢者の適切な就業環境の確

保に努めています。しかし平成28年度の会員数は 271名、受注件数は6,008

件、受注金額は 123,537 千円と、近年の事業実績は減少傾向にあります。 

シルバー人材センターは日ごろから地域に密着した仕事を高齢者へ提供して

おり、今後も多様な就業ニーズを踏まえた活動の展開に期待が高まっています。 

 

 

第１章 
  

社社会会参参加加とと生生ききががいいづづくくりりのの推推進進  
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[平成 28 年度シルバー人材センターの受注件数内訳]  

職群 職種例 公共 民間事業所 一般家庭 計 

事務 一般事務 40 件 100 件 10 件 150 件 

サービス 家事援助 36 件 28 件 110 件 174 件 

農林漁業 植木剪定 38 件 119 件 3,648 件 3,805 件 

生産工程 障子張替 13 件 27 件 235 件 275 件 

建設・採掘 大工工事 0 件 1 件 7 件 8 件 

運搬・清掃・包装 除草作業 364 件 499 件 733 件 1,596 件 

計 491 件 774 件 4,743 件 6,008 件 

 

[シルバー人材センター会員数・受注件数・契約金額の推移] 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度 

目標 

年度末会員数 286 人 271 人 280 人 320 人 

受注件数 6,253 件 6,008 件 5,890 件 6,200 件 

契約金額 153,950 千円 123,537 千円 112,000 千円 150,000 千円 

 

 

(参考) 

高年齢者雇用確保の内訳         （魚津公共職業安定所管内報告分(平成 28.6.1 現在)） 

報告企業数 
定年の定め 

の廃止 

定年引上げ 

(定年 65 歳以

上) 

継続雇用制度の導入 

計 希望者全員 65 歳 経過措置利用 

185 1(0.5%) 18（9.7％） 166(89.8%) 105(56.8%) 61(33.0%) 

 ※経過措置利用：基準適用年齢が就業規則に明記されている。 

 
65 歳まで希望者全員が働ける企業の割合 （魚津公共職業安定所管内報告分(平成 28.6.1 現在)） 

企業規模 
   

計 
報告した 
全企業 

定年の定めの

廃止 
65 歳以上定年 

希望者全員 

65 歳以上継続雇用 

企業計 1(0.5%) 18（9.7％） 105(56.8%) 124(67.0%) 185 

中小企業 
(31人～300人) 

1(0.6%) 18（10.5％） 100(58.5%) 119(69.6%) 171 

大企業 
(301 人以上) 

0(0.0%) 0（0.0％） 5(35.7%) 5(35.7%) 14 

185 社のうち 60 歳以上の雇用者 2,584 人（雇用割合 10.1％） 

年金の支給開始年齢の引上げに伴い、定年年齢を 65 歳未満としている企業は、次の①から③いずれ

かの措置（高年齢者雇用確保措置）の導入が義務付けられています。 

①定年年齢を 65 歳まで引き上げ 

②希望者全員を 65 歳まで継続雇用する制度の導入 

③定年制の廃止 
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(参考) 

黒部市の産業別就業人口 

 65 歳以上 黒部市全体 

 就業人口 割 合 就業人口 割 合 

第１次産業 496 人 18％ 828 人 4％ 

第２次産業 673 人 25％ 9,056 人 44％ 

第３次産業 1,549 人 57％ 10,876 人 52％ 

合      計 2,718 人 100％ 20,760 人 100％ 

第１次産業：農業・林業、漁業 

第２次産業：鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業 

第３次産業：第１次産業、第２次産業以外の産業であり、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運

輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、教育・学習支援

業、医療・福祉、各種サービス業など 

資料／平成 27 年国勢調査 

  

 

【施 策】 

・今後も市の関係部局とともにハローワーク、市シルバー人材センター、黒部

商工会議所等と協力しながら、高齢者の持つ経験や能力を強みにした就労の

場の確保、安定した提供を目指し、高齢者の働く環境づくりに努めます。 

・高齢者の就労を通じた生きがいづくりや社会参加の推進において中心的な役

割を担ってきたシルバー人材センターに対し、今後も自主的運営の促進の支

援に取り組んでいきます。 
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 第２節 生涯学習の推進           

 

高齢者が円熟した第二の人生を送れるように、多様な学習機会を提供し、高

齢者の社会参加を促進する環境の創出が必要です。 

高齢者が職業生活の引退に伴う社会的役割の低下により、生きがいを喪失す

ることのないよう、現役時代から趣味や社会活動に目を向け、生涯学習に対す

る参加意欲の高揚を図ることが大切です。 

 

 

１ 生涯学習活動体制の充実 

 【現 状】 

市では地区社会福祉協議会の主催行事、高齢者生きがい事業、世代間交流事

業等の運営により、学習機会の場が広がっており、高齢者が気軽に参加できる

ようになっています。その他、市民大学講座や歴史などの教養講座の開催、趣

味サークル等の活動が活発に行われています。生涯学習活動を通じた高齢者の

活躍は新たな交流を生み出し、仲間づくりや生きがいづくりにも繋がっていま

す。 

高齢者が長年培った知識や趣味を生かし、健康で充実した生活を送ることが

できるよう、今後も学習ニーズを把握し、多様な学習機会を提供していく必要

があります。 

 

 

【施 策】 

市の関係部局と連携を図り、高齢者が参加しやすいよう多様な学習体制を編

成し、周知に努めます。また生涯学習活動の発表の場の提供に努めます。 

高齢者が自らが持つ知識や趣味、学習成果を生かし、地域で活躍できる体制

を整えていきます。 
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２ 生涯スポーツ活動の充実 

 【現 状】 

高齢化が進む本市において、高齢者の健康づくり、生きがいづくりのために

スポーツは欠かせないものです。市内では高齢者の健康維持や親睦を目的とし

て、全地区参加の老人クラブ連合会主催行事や、パークゴルフ、各種運動教室、

レクリエーション等の活動が行われていますが、参加者が固定化していること

などが課題となっています。黒部市総合体育センター、宇奈月体育センターで

は高齢者が気軽に参加できる各種講座を企画し、市においても健康教室、介護

予防教室への参加を呼びかけ、高齢者の体力向上を図っています。 

 

【施 策】 

今後も健康教室、介護予防教室等への参加を呼びかけ、高齢者の体力向上を

図っていきます。市の関係部局や関係団体と連携を図り、生涯スポーツ活動の

推進に努め、高齢者の誰もが気軽に参加できるような教室設定を行います。ま

た高齢者のスポーツ大会「全国健康福祉祭とやま大会（ねんりんピック富山

2018）」を契機に、生きがいや目的を持ったスポーツ活動の活性化を図るとと

もに、引き続き選手団の派遣を支援します。 

 

 

３ 世代間交流事業の推進 

 【現 状】 

核家族化の進展や少子高齢化により、地域において異世代と触れ合うことや、

交流することが減少しています。高齢者にとっては子どもと触れ合う場が少な

くなっており、若い親は子育てでの相談相手がいない等、様々な問題がでてき

ています。世代間交流事業を推進し、お互いが得ることのできるふれあいの場

を提供することが必要です。 

 

【施 策】 

・市内保育所･幼稚園では、地域の高齢者が「子育てサポーター」として、それ

ぞれの得意分野を生かしながら園児とふれあう等活躍しており、また、学校教

育の中でも世代間交流を引き続き取り入れていきます。 

・高齢者と子ども達が接する機会を通じ、高齢者を敬う気持ちを養い、高齢福

祉へ目を向けることができるよう、交流の場の提供に努めます。 
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 第３節 ボランティア･NPO 活動の育成･推進   

 

【現 状】 

これからの高齢社会を支えていくためには、身近な地域において高齢者の生

活を支え合う地域福祉の体制づくりが非常に重要となってきています。一方で、

年々増え続ける一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯への見守りやゴミ出し、買

い物といった様々な日常的ニーズに対し、支援する側の人手不足が懸念されて

います。 

このような状況において、高齢者自身がボランティア活動に参加し、高齢者

がお互いに支え合うことが、地域福祉の活性化に繋がります。 

黒部市福祉センターにはボランティアセンターが設置され、ボランティアコ

ーディネーターが配置されており、多くの団体が登録されています。高齢者も

多数活動しており、各地区においては地区ボランティア部会協議会が結成され、

地域のお年寄りを会食に招待する等、年間を通じ多彩な活動が展開されていま

す。 

また市内の NPO 法人についても、高齢者や障がい者等に対する福祉増進や、

生涯スポーツ振興に寄与する団体が、少しずつ増えてきています。 

今後も意欲ある高齢者が NPO やボランティア活動に積極的に参画され、元

気高齢者が活躍するまちの実現が期待されます。 

 

[ボランティアセンター登録者数の推移] 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 
平成 32 年度

目標 
ボランティア 
登録者数 

1,869 人 1,970 人 2,000 人 2,100 人 

  ボランティア保険加入者数 

（登録者数を把握することは困難であるため、社会福祉協議会で把握できる保険加入者を参考人数

として掲載） 
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【施 策】 

・元気高齢者がボランティア活動の企画、運営に積極的に参加できるよう、活

動推進体制の整備を行います。 

・ボランティア活動者･団体の交流、学習などの中心的拠点として、ボランティ

アセンターの機能と施設の充実に努めます。 

・高齢者が気軽に集うことのできる活動の場を確保します。 

・関係機関が連携し、町内会の集会場や空き家を活用した地域住民が主体的に

運営する拠点づくりを推進します。 

・ボランティアに対する意識の普及は小さな頃からの教育が大切であり、小･

中学校でのボランティア体験活動の実施等、ボランティア教育の普及推進に

努めます。 

・NPO の先駆的活動への支援を行います。 

・ NPOやボランティア活動を推進していく核となる人材の発掘と養成に努め、

リーダーを中心とした自主自発的な体制づくりの支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 第４節 地域交流の場と生きがい事業の提供（重点課題）  

 

高齢者の社会参加活動は、高齢者の生きがいのみならず、身体機能の向上、

地域貢献に繋がるなど、多様な意義があります。ライフスタイルや価値観の多

様化を踏まえ、様々な社会参加の機会を確保することが重要となります。 

 

１ 老人クラブの育成・活動支援 

【現 状】 

老人クラブでは、高齢者の知識、技術及び経験を生かし、豊かな生活を送る

ことを目的として教養講座の開催や健康づくり事業、スポーツ大会開催事業等

の活動を行っています。また、地域の公園の清掃、老人ホーム慰問等の社会奉

仕活動により、地域の構成員としても大きく期待されています。 

年々高齢者が増える一方で、ここ数年の老人クラブ加入者数は減少傾向にあ

ります。その要因の一つとして、高齢者自身の個人の価値観を重視したライフ

スタイルを求める傾向が強くなってきていることが挙げられます。 

 

[老人クラブ会員数の推移] 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
平成 32 年度 

目標 

会員数 5,519 人 5,502 人 5,350 人 5,500 人 

クラブ数 97 クラブ 97 クラブ 96 クラブ 100 クラブ 

 

 

生地 石田 田家 村椿
大布

施

三日

市
前沢 荻生 若栗

東布

施

宇奈

月
内山 音沢 愛本 下立 浦山
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 [平成 29 年度会員年齢数] 

 60～64 歳 65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80 歳以上 計 

会員数 182 人  609 人 935 人 1,200 人 2,424 人 5,350 人 

比 率 3.4%  11.4% 17.5% 22.4% 45.3% 100% 

 

【施 策】 

・健康で明るく生きがいのある生活が送れるよう単位老人クラブ活動を支援し、

また高齢者同士の親睦の輪を広げる老人クラブ連合会の活動を支援します。 

・若年高齢者の新規加入を促進し、他の地域団体との連携･協力に努めその活動

の活性化を図れるよう支援します。 

 

 

２ 高齢者の交流の場の確保 

【現 状】 

（１）黒部市福祉センター 

市民のふれあいの場として大布施地区に位置する地域福祉の拠点施設です。

入浴施設を備え、教養教室、レクリエーション、介護予防体操、趣味グルー

プの活動が盛んに行われており、利用者の多くは高齢者となっています。今

後も事業内容の検討や情報発信により利用促進を図る必要があります。 

 

 

[黒部市福祉センター利用者数] 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度 

目標 

利用者数 27,802 人 29,499 人 30,000 人 32,000 人 
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（２）宇奈月老人福祉センター 

老人福祉の増進を図る場として浦山地区に位置する６０歳以上の高齢者が

利用できる福祉施設です。 

健康体操、認知症予防等の事業を展開し、高齢者同士のふれあいと生きが

いの場ともなっています。今後も新規参加者への呼びかけを行い、高齢者が

積極的に参加しやすい場として環境を整えることが大切です。 

 

[老人福祉センター利用者数] 

 平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

(見込) 

平成32年度 

目標 

利用者数 3,651 人 6,561 人 6,500 人 6,600 人 

 

 

 

（３）市内各地区公民館 

市内各地区の公民館等を利用して、閉じこもりがちな高齢者を対象に、地

区社会福祉協議会や地域のボランティアが健康教室やふれあいの場づくりを

推進しています。 

  身近な交流拠点である地域の施設で開催されるため、高齢者が気軽に利用

でき、高齢者の健康づくりにも役立っています。 

 

 

 【施 策】 

・高齢者が参加しやすい場として、環境整備や施設の情報発信に努めます。 

・介護予防の拠点として健康向上･介護予防事業を推進し、内容の充実に努めま

す。 
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３ 生きがいづくり対策事業 

 【現 状】 

（１）敬老事業 

市では毎年７５歳以上の高齢者を対象に各地区で敬老会を実施し、高齢者

への日頃の慰労と敬愛の意を表しています。しかしながら年々対象者が増え

ているにもかかわらず敬老会への参加が少なくなってきている状況にありま

す。 

また、市では毎年満百歳及び長寿者に対しては直接ご自宅を訪問のうえ、

米寿者に対しては郵送で、お祝い品等の贈呈を行っています。 

 

 

（２）ふれあい福祉事業  

高齢者の生きがいづくり、健康づくり、社会参加の促進を図るために、市

では７０歳以上の高齢者を対象に「ふれあい福祉券」を発行し、市内の入浴

施設、パークゴルフ場、文化施設、公共交通の利用料の助成を行っています。 

  今後も、多くの方に外出の機会を提供できるよう、利用の拡大を図ってい

くことが求められています。 

 

[ふれあい福祉事業利用状況の推移] 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度 

目標 

交付枚数 67,850 枚 
施設 68,130 枚 

交通 68,130 枚 
208,530 枚  

利用枚数 16,101 枚 
施設 16,447 枚 

交通  5,130枚 50,000 枚  

利 用 率 23.7％ 
施設   24.1％ 

交通   7.5％ 24.0％ 30.0％ 

  H27 年度は、入浴施設利用券（7 枚）とパークゴルフ場及び文化施設用の共通利用券（３枚） 

を配布 

 H28 年度は、入浴施設･パークゴルフ場･文化施設等の共通利用券（10 枚）と公共交通用の 

100 円券（10 枚）を配布 

 H29 年度は、施設利用券と公共交通券を統一し 100 円券 30 枚を配布 

 

 

 

 

 

 



28 

（３）外出支援事業 

市では在宅の高齢者に対して、住み慣れた地域で生き生きと生活できるよ

う、また閉じこもり予防活動と生きがい対策の一助として、富山地方鉄道全

線で利用できる高齢者向け割安全線定期券購入者に対し、購入費の一部を助

成しています。 

利用者数の推移は横ばいで、利用割合として旧宇奈月地区が多い状況です。 

 

 

[外出支援事業（高齢者向け割安全線定期券購入助成事業）利用状況の推移] 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度 

目標 

実利用者数 140 人 133 人 150 人 180 人 

 

 

 

 【施 策】 

・敬老会への参加者については、余暇活動の多様化等により減少しています。

今後は、地区の実情に合わせた開催方法の検討や、内容の見直しを行い、高

齢者が参加したくなる敬老会の実現に向けて推進していきます。 

・米長寿者等お祝い事業については、敬老の精神を踏まえつつ、長寿者本人は

もとよりご家族にとっても励みに感じてもらえるよう、市民の意見を取り入

れながら今後も継続していきます。 

・ふれあい福祉事業については公共施設等の利用を拡大し、利用者の増加を図

るとともに、高齢者の健康、生きがいづくりの促進を図り、引きこもり防止、

介護予防に役立てます。 

・高齢者向け割安全線定期券購入費助成については引き続き周知を図り、利用

を促進します。 
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      ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 

 第 1 節 地域包括ケアシステムの深化･推進（重点課題） 

 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが

できるよう、これまで住まい･医療･介護･予防･生活支援サービスが一体的に提

供される地域包括ケアシステムの構築に向け、施策を進めてきました。 

 今後は、団塊の世代の方々が後期高齢者となる 2025 年を目途に実現を目指

して、効果的に推進していくため、「地域包括支援センターの充実」、「地域ケア

会議の推進」、「医療と介護の連携推進」、「認知症施策の推進」、「生活支援サー

ビスの体制整備」について取り組んでいきます。 

「認知症施策の推進」は p80～82 、「生活支援サービスの体制整備」については p33 に記載 

 

 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

 

第２章 
  

介介護護保保険険事事業業のの充充実実  

[地域包括ケアシステムのイメージ] 

介 護 医 療 

 

生活支援・介護予防 

住まい 

介護が必要になったら・・・ 

いつまでも元気に暮らすために・・・ 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯなど 

自宅・サービス付き高齢者向け住宅など 

日常生活圏域 

概ね 30分以内に 

利用可能 

参加 

通院・入院 

支援 

訪問診療 在宅サービス 

通所・入所 

各機関との調整を図り地域包括ケアシステムを支える 

病気になったら・・・ 

 

 

 

 

ケアマネジャー 

相談業務やサービスのコーディネートをおこなう 

地域包括支援センター 
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１ 地域包括支援センターの充実 

【現 状】 

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防のケアマ

ネジメント及び地域ケア会議等を通じたケアマネジメント支援等を業務とし、

地域包括ケアシステム構築に向けた中核的な役割を果たしていくことが期待さ

れています。高齢化の進行（要介護･要支援者の増加）やそれに伴う相談件数の

増加、困難事例への対応のため、平成 27 年度からエリアを２つに区分し、新

たに 1 か所センターを設置しました。 

相談対応や介護予防･日常生活支援総合事業実施に伴うケアプラン作成件数

の増加や一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加に伴い、相談業務が複雑

化、多様化しており、より一層の専門性が求められています。また、今後は実

施状況の評価が義務化されることから、支援体制の強化が図られるよう、さら

なる充実が求められています。 

 

【施 策】 

・地域住民の身近な相談機関として、地域包括支援センターが担う役割や有す

る機能について幅広く周知していきます。 

・高齢化の進展に伴い、今後見込まれる地域包括支援センターの業務量の増加

や求められる役割に応じた適切な対応ができるよう、地域包括支援センター

職員への研修会や事例検討会等の開催を通じて、資質の向上を図ります。 

・効果的･効率的に業務を行うため、センター間及び行政との連携を強化し、地

域全体に効果的で一体的なケアが提供できるような運営体制づくりに努めま

す。 

・地域包括支援センターに配置している「認知症地域支援推進員」を中心とし

て、認知症に関する相談支援体制の強化やネットワークの構築を図ります。 

 

 

２ 地域ケア会議の推進 

【現 状】 

 地域包括支援センターにおいて、困難事例等の個別ケースを検討する「地域

ケア個別会議」から抽出された地域課題を集約する「地域ケア会議（日常生活圏

域レベル）」を年 1 回開催しています。 

今後は、さらに地域包括ケアに向けて取り組んでいる関係団体等からの課題

もあわせて集約･整理し、市全体の課題を検討し、施策の形成、事業の実施に努

める必要があります。 
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【施 策】 

個別ケースを検討する「地域ケア個別会議」では高齢者の自立支援、重症化

防止策をケアマネージャー、看護師、介護福祉士等の多職種による専門的な視

点で検討し、検討の中で抽出された地域課題や関係団体等からの地域課題を「地

域ケア会議（日常生活圏域レベル）」で集約、整理します。それを踏まえ、「地域

ケア推進会議」では市全体の課題の検討を行い、必要なサービス資源や施策の

形成等、解決策の検討を進めます。 

 

 

３ 医療と介護の連携推進 

【現 状】 

  医療と介護の両方を必要とする高齢者の増加が見込まれるため、住み慣れた

地域で自分らしい生活を続けられるよう医療･介護の関係機関が連携して、多職

種協働により在宅医療･介護を一体的に提供できる体制を構築することが求め

られています。 

 体制の構築に当たっては、平成 26 年度から市内の医療･介護の関係団体の長

などから構成する在宅医療･介護連携推進会議を立ち上げ、課題の抽出、施策の

優先順位などについて協議を進めています。 

今後は、会議においてさらに協議を重ねながら、在宅医療･介護サービスが包

括的かつ継続的に提供される体制の構築が必要です。 

 

【施 策】 

さらに在宅医療･介護の連携を推進するため、次の施策について推進していき

ます。 

・地域の医療･介護の資源の把握 

（医療･介護関係機関リスト更新版の作成など） 

・在宅医療･介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

（在宅医療･介護連携推進会議を開催し、引き続き対応策を協議） 

・切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

（医師会や病院等の医療関係者と介護関係者が連携し、訪問医療や訪問看護、

訪問介護などのサービスが切れ目なく一体的に提供される体制の構築） 

・在宅医療･介護サービス等の情報の共有支援 

（多職種連携を効果的に行うためのツールの作成や ICT 化を引き続き検討） 

・在宅医療･介護連携に関する相談支援 

 （医療･介護関係者からの在宅医療･介護連携に関する相談への対応等） 
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・医療･介護関係者の研修 

 （医療と介護の関係者が連携のあり方などを事例等を通して学ぶ） 

・地域住民への普及啓発 

（広報、リーフレット等を活用し PR、地区での出前講座等を開催） 

・在宅医療･介護連携に関する関係市区町村の連携 

（医療･介護関係者と、入退院支援を中心としたルールやしくみ等について 

協議） 
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 第２節 介護予防･日常生活支援総合事業の推進（重点課題） 

 

１ 地域支援事業の現状について 

地域支援事業は、平成 18 年度から実施された事業で、介護保険法の基本理

念にあるように、一貫性･連続性のある総合的な介護予防システムを確立するた

め、それまでの老人保健事業や介護予防･地域支え合い事業等が見直され、要支

援･要介護になる前から効果的な介護予防のサービスを提供し、生活機能の向上

を図ることを目的としています。介護予防･日常生活支援総合事業、包括的支援

事業、任意事業の 3 つの事業から構成されます。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業） 

  高齢者が、生き生きとした生活を営むことができるよう要支援･要介護状態

となることの予防を目的に、要支援１～２及び介護予防･生活支援サービス事

業対象者（以下「事業対象者」という。）をサービス事業の対象とする「介護

予防･生活支援サービス事業」と、すべての高齢者を対象とする「一般介護予

防事業」を実施しています。 

 

[地域支援事業の構成イメージ] 

 
                       平成 27 年度から順次移行 
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① 介護予防･生活支援サービス事業（第１号事業） 

  介護予防･生活支援サービス事業は、要支援者及び事業対象者の多様な生活

支援のニーズに対応するため、介護予防から移行した訪問介護等のサービス

に加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度（総合事業）の対

象として実施しています。 

  この事業は、「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）」及び「介 

護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）」から構成されています。 

 

[介護予防・生活支援サービス事業] 

事  業 内  容 

訪問型サービス（第 1 号訪問事業） 

（法第115条の45第1項第1号イ） 

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日

常生活上の支援を提供 

通所型サービス（第 1 号通所事業） 

（同号ロ） 

要支援者等に対し、機能訓練や週一回

以上の体操等を中心とした通いの場な

ど日常生活上の支援を提供 

その他の生活支援サービス（第 1 号生

活支援事業）（同号ハ） 

要支援者等に対し、栄養改善を目的と

した配食や一人暮らし高齢者等への見

守りを提供 

介護予防ケアマネジメント（第 1 号介

護予防支援事業）（同号二） 

要支援者等に対し、総合事業によるサ

ービス等が適切に提供できるようケア

マネジメント 

 

【現 状】 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、高齢者や

その家族を地域ぐるみで支え合う地域共生社会を構築することが重要です。 

 特に、一人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯の増加、家族の介護力の低下

などを背景に地域における見守りや日常生活を支援する取り組みの必要性が高

まっており、多様な主体によるサービスの提供とその担い手の確保が必要です。 

平成 27 年度から新しい総合事業に取り組み、介護予防現行相当事業（訪問

型サービス･通所型サービス）に加えて、基準を緩和した通所型サービスＡの実

施に取り組みました。また、住民主体の通所型サービスＢなど「地域の通いの

場」は、平成 29 年 12 月末現在、７か所あり、介護予防体操の実施等を中心

に支え合い活動を住民主体で継続的に開催されています。この事業の実施は、

地域に密着したあらゆる団体等が地域の総意を持って行うべき地域づくりのた
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めの活動であることから、取り組みの時期は各地区においての判断になります。

今後も健やかで生きがいを持って暮らせる地域づくりについての話し合いを持

っていただけるように、事業の趣旨の説明などを継続的に取り組んでいきます。

通所型サービスＣについては黒部市民病院と連携し事業に取り組んできました。 

 

【施 策】 

介護予防･重度化防止等の取り組み推進･強化のため、移動支援サービスなど

の新たな事業の開発などに取り組んでいきます。介護予防･生活支援サービス事

業の一層の充実が図れるよう、多様な主体によるサービスの担い手の確保や支

援を必要とする高齢者のニーズに応じたサービスの開発支援に努めていきます。 

 

② 一般介護予防事業   

 一般介護予防事業は、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、人と人との繋がりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大

していくような地域づくりを推進するものです。地域においてリハビリテーシ

ョン専門職等を活用した自立支援に資する取り組みを推進し、要介護状態にな

っても、生きがい･役割をもって生活できる地域の実現を目指すことを目的とし

て、総合事業に位置付けています。 

 

 [一般介護予防事業] 

事  業 内  容 

介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、

介護予防活動に繋げる 

介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及･啓発を行う 

地域介護予防活動支援事業  地域における住民主体の介護予防活動の育成･支援

を行う 

一般介護予防事業評価事業  介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の

検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う 

地域リハビリテーション

活動支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化するため

に、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会

議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション

専門職等の関与を促進する 
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【現 状】 

 介護予防については、公民館や地域の施設を利用し、運動･口腔･栄養･認知症

予防等を組み合わせた介護予防プログラムを実践するとともに住民の自主的な

活動を支援する施策の充実を図り、身近な場所で継続して介護予防活動に参加

できるような地域づくりを進めました。 

 また、出前講座などを積極的に実施し、介護予防に資する新たな住民の自主

的な活動を支援してきました。  

 

【施 策】 

高齢者が介護予防事業に参加しやすいよう、一般介護予防事業を充実してい

きます。介護予防を実践している住民活動の継続支援を行うともに、より多く

の方が参加できる環境を整えていきます。また、地域において適切なケアマネ

ジメントが行われるよう、職員の資質向上など人材育成を図るとともに、介護

予防の取り組みを強化するために、通所、訪問、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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２ 地域支援事業の見込量 

 事業費の見込量については、各年度における事業の種類ごとに設定していま

す。また、総合事業については、国の示したガイドライン等を踏まえて、事業

内容を検討し、計画期間中にサービスを充実させるよう努めます。 

 

（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 

介護予防･生活支援サービス事業は、予防給付から移行した訪問介護を含む

ア.訪問型サービス、同じく予防給付から移行した通所介護を含むイ.通所型サ

ービス、ウ.その他の生活支援サービス及びエ.介護予防ケアマネジメントから

なっています。 

 

ア．訪問型サービス 

予防給付から移行した「訪問介護」、保健･医療の専門職により提供され

る支援で、３～６ヶ月の短期間で行われる「訪問型サービスＣ」の２つの

サービスを提供します。これまでより緩和した基準で指定事業所が行う生

活援助等のサービスを提供する「訪問型サービスＡ」、ボランティア等住民

主体の自主活動として行う生活援助等のサービスを提供する「訪問型サー

ビスＢ」、移動支援を行う「訪問型サービスＤ」については、実施に向けて

準備を進め、提供に努めます。 

   

 

 
 

（）内は、新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合管内全体の事業費見込量 以下同じ 

 

イ．通所型サービス 

予防給付から移行した「通所介護」、生活機能を改善するための運動器の

機能向上や栄養改善のプログラムを３～６ヶ月の短期間で行う「通所型サ

ービスＣ」の２つのサービスを提供します。これまでより緩和した基準で

指定事業所が行うミニデイサービス等のサービスを提供する「通所型サー

ビスＡ」、ボランティア等住民主体で行う体操･運動等の活動など自主的な

通いの場を提供する「通所型サービスＢ」についても実施します。 

 

 

 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 主な内容 

594  
（58,960） 

594  
（61,342） 

804  
（64,035） 

サービス提供費 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 主な内容 

9,519  
（168,688） 

10,319  
（175,933） 

11,119  
（185,414） 

サービス提供費 
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 [地域住民主体の通いの場の参加者数] 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

参加者数 25 人 242 人 300 人 500 人 

 

  ウ．その他の生活支援サービス 

   栄養改善を目的とした配食サービスや、住民等により行う見守りサービ

スなど、自立支援に資する生活支援サービスを行います。 

 

 

   

 

エ．介護予防ケアマネジメント 

   利用者が、介護予防･日常生活支援サービス事業によるサービスを適切に

受けられるようにケアマネジメントをします。 

 

 

 

 

 

② 一般介護予防事業 

  ア．介護予防把握事業 

閉じこもり等で何らかの支援を要する方を訪問などで早期に把握し、介

護予防活動へ繋げることを目的としています。 

 

 

 

 

イ．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等の作

成や講演会･相談会･教室･出前講座などを開催します。 

 

 

 

 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

6,041 7,455 8,509 食の自立支援事業費 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

13,500 15,000 16,500 ケアマネジメント委託費 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

1,050 2,100 2,100 介護予防把握事業看護師人件費 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

19,000 19,000 19,000 介護予防教室等開催費 
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ウ．地域介護予防活動支援事業 

 ボランティア等の人材育成や活動組織の育成支援、社会参加活動を通じ

た介護予防に資する地域活動を実施します。 

 

 

 

 

エ．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り組み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

テーション専門職が関与できるように支援します。 

 

 

 

 

 

（２）包括的支援事業 

 介護保険の保険者である新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合より委 

託を受け、市役所内に地域包括支援センターを設置し、高齢者の包括的支援事 

業を実施しています。介護予防ケアマネジメント業務、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支援セン 

ターを運営しています。 

①  地域包括支援センターの運営 

  介護予防ケアマネジメント業務、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支援センターを運営し

ます。現在、エリアを２つに区分して市内に２か所センターを設置し運営し

ます。 

 

 

 

 

②  在宅医療･介護連携の推進 

  医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを続けられるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する

ため、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を新

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

5,027 5,506 5,786 介護予防サポーターポイント事業費 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

1,500 1,500 1,500 リハビリテーション専門職人件費 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

46,000 46,000 48,000 包括支援センター職員人件費 
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川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合や新川厚生センターが行う推進事

業にも関与しながら進めていきます。 

 

 

  

 

③  認知症施策の推進 

  認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員の活動を中心に、地域

における支援体制の構築と認知症ケアの向上を推進します。（Ｐ80 に詳細記載） 

 

 

  

 

④  生活支援サービスの体制整備 

  地域支え合い推進員の養成、活動団体のネットワークの構築、地域のニー

ズと地域資源のマッチングを行い、高齢者を支える地域づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

（３）任意事業  

 要介護者の家族を支援するための事業や介護保険事業の運営の安定化、及び 

被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業を実施し 

ています。 

 

 ① 家族介護支援事業 

  介護知識･技術の習得や、サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした

教室を開催します。 

 

 

 

 

 

 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

200 500 500 医療・介護関係機関リスト作成費 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

3,048 3,048 3,548 認知症地域支援推進員設置費 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

1,970 2,278 2,278 生活支援コーディネーター人件費 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

8,050 8,050 8,050 寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業費 
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 ② その他事業（地域自立生活支援事業） 

   高齢者の地域における自立した生活を継続させるため、地域の実情に応

じた事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●サービスの見込 （単位:千円）  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 主な内容 

1,613 1,778 2,514 １人暮らし高齢者等見守りコール事業費 
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 第 3 節 介護保険サービスの充実        

 

 

１ 要介護認定者数の推移 

 黒部市の要介護等認定者数の推移をみると増加傾向にあり、平成 29 年の要

介護等認定者総数は 2,204 人で、そのうち 68.6％が要介護１以上の認定者と

なっています。 

 介護予防事業を中心とした地域支援事業が開始された平成 18 年の要介護１

以上の認定者の割合は 80.1％でしたが、平成 29 年は 11.5％減少し、要支援

者の割合が高くなっています。 

 

[黒部市における要介護認定者数の推移] 

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

平成 12 年 
126 人 - 245 人 153 人 120 人 154 人 147 人 945 人 

13.3％ 0.0％ 25.9％ 16.2％ 12.7％ 16.3％ 15.6％ 100.0％ 

平成 16 年 
132 人 - 440 人 177 人 155 人 133 人 138 人 1,175 人 

11.2％ 0.0％ 37.5％ 15.1％ 13.2％ 11.3％ 11.7％ 100.0％ 

平成 18 年 
208 人 115 人 496 人 241 人 224 人 131 人 206 人 1,621 人 

12.8％ 7.1％ 30.6％ 14.9％ 13.8％ 8.1％ 12.7％ 100.0％ 

平成 21 年 
226 人 280 人 433 人 239 人 222 人 191 人 251 人 1,842 人 

12.3％ 15.2％ 23.5％ 13.0％ 12.0％ 10.4％ 13.6％ 100.0％ 

平成 22 年 
305 人 247 人 413 人 232 人 211 人 234 人 259 人 1,901 人 

16.1％ 13.0％ 21.7％ 12.2％ 11.1％ 12.3％ 13.6％ 100.0％ 

平成 23 年 
365 人 234 人 424 人 209 人 164 人 268 人 272 人 1,936 人 

18.9％ 12.1％ 21.9％ 10.8％ 8.5％ 13.8％ 14.0％ 100.0％ 

平成 24 年 
353 人 240 人 425 人 217 人 177 人 273 人 294 人 1,979 人 

17.8％ 12.1％ 21.5％ 11.0％ 8.9％ 13.8％ 14.9％ 100.0％ 

平成 25 年 
311 人 269 人 464 人 212 人 213 人 291 人 280 人 2,040 人 

15.2％ 13.2％ 22.8％ 10.4％ 10.4％ 14.3％ 13.7％ 100.0％ 

平成 26 年 
365 人 238 人 442 人 233 人 214 人 289 人 286 人 2,067 人 

17.7％ 11.5％ 21.4％ 11.3％ 10.3％ 14.0％ 13.8％ 100.0％ 

平成 27 年 
342 人 247 人 457 人 236 人 224 人 268 人 265 人 2,039 人 

16.8％ 12.1％ 22.4％ 11.6％ 11.0％ 13.1％ 13.0％ 100.0％ 

平成 28 年 
402 人 231 人 493 人 234 人 216 人 251 人 269 人 2,096 人 

19.2％ 11.0％ 23.5％ 11.2％ 10.3％ 12.0％ 12.8％ 100.0％ 

平成 29 年 
421 人 272 人 556 人 249 人 219 人 250 人 237 人 2,204 人 

19.1％ 12.3％ 25.2％ 11.3％ 9.9％ 11.4％ 10.8％ 100.0％ 

 

資料／介護保険事業状況報告 
  平成 12 年は介護保険実施年のため、5 月 1 日現在、他年は 10 月 1 日現在 

  制度改正により、平成 17 年までの要支援（経過的要介護）は要支援 1 の区分に記載 
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[要介護認定者数の割合（全国･富山県･黒部市）] 

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

全国 14.1 13.7 19.9 17.5 13.2 12.1 9.5

県 10.6 11.0 21.7 18.0 15.2 13.0 10.5

黒部市 19.3 12.4 24.7 10.8 10.0 10.9 11.9

14.1 13.7 

19.9 

17.5 

13.2 
12.1 

9.5 

10.6 
11.0 

21.7 

18.0 

15.2 

13.0 

10.5 

19.3 

12.4 

24.7 

10.8 10.0 
10.9 

11.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

資料／介護保険事業状況報告（平成 29 年３月現在） 

 

 

２ 介護人材の確保･育成 

【現 状】 

 新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合と連携し、国や県に介護職員の処

遇改善や職員確保に向けた働きかけを積極的に行ってきましたが、介護職員不

足により、一部の施設において入所制限又は受け入れ制限を行っているという

現状があります。介護人材の確保には、さらなる処遇･環境改善が必要です。 

 また介護人材の育成を図るには、小中学生の時から介護や福祉の仕事の魅力

を伝えていくことが大切です。現在、市内の各中学校では、１４歳の挑戦やボ

ランティア活動で、福祉施設における仕事の体験を行っています。 

 

 【施 策】 

引き続き、介護職員処遇改善について、国や県へ働きかけを行うとともに、

人材の新規参入を促進するため、県の施策とも連携して、介護職のイメージア

ップの促進に努めます。新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合や関係機関

と連携し、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者に対して人材確保の支援

や介護サービスを支える人材の育成･資質の向上に努めます。 

小中学生の時から福祉の体験や高齢者との交流を図り、介護や福祉への関心

を高めていきます。 

（％） 
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３ 介護給付等サービスの現状 

（１）居宅サービス 

 【現 状】 

 居宅サービスの利用者は、要支援･要介護１（軽度）認定者の増加とサービス

提供基盤の整備に伴い年々増加しています。新川地域介護保険･ケーブルテレビ

事業組合管内における訪問介護のヘルパー数や短期入所生活介護のベッド数を

把握しながら、利用者が受けたい居宅サービスを受けることができるかどうか

等を確認する必要があります。居宅サービスの質と量を確保するためには事業

所への支援が必要です。 

 

 [介護給付対象居宅サービス事業所等の状況]     平成 29 年 12 月 1 日現在 

区  分 黒部市 入善町 朝日町 合 計 

訪問介護事業所 7 ヶ所 7 ヶ所 ２ヶ所 16 ヶ所 

訪問入浴介護事業所 － 1 ヶ所 － 1 ヶ所 

訪問看護事業所 3 ヶ所 ３ヶ所 ２ヶ所 8 ヶ所 

訪問リハビリ事業所 2 ヶ所 1 ヶ所 1 ヶ所 4 ヶ所 

通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 
利用定員  

12 ヶ所 4 ヶ所 2 ヶ所 18 ヶ所 

356 人 122 人 50 人 528 人 

通所リハビリ（ﾃﾞｲｹｱ） 
利用定員  

4 ヶ所 3 ヶ所 1 ヶ所 8 ヶ所 

116 人 11０人 3０人 256 人 

短期入所生活介護(ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 
ベッド数  

4 ヶ所 3 ヶ所 1 ヶ所 8 ヶ所 

45 床 60 床 30 床 135 床 

短期入所療養介護(ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 
ベッド数  

3 ヶ所 1 ヶ所 1 ヶ所 5 ヶ所 

空床利用 空床利用 空床利用 －  

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 
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[黒部市民の介護給付対象居宅サービス利用状況] 

区  分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問介護 (回/月) 3,951 3,934 3,712 

訪問入浴介護 (回/月) 13 17 21 

訪問看護 (回/月) 258 316 247 

訪問リハビリテーション (回/月) 325 513 397 

通所介護 (回/月) 5,230 4,321 4,264 

通所リハビリテーション (回/月) 1,260 1,539 1,216 

居宅療養管理指導 (人/月) 57 53 64 

短期入所生活介護 (日/月) 1,427 1,345 1,222 

短期入所療養介護（介護老人保健施設） (日/月) 298 291 293 

短期入所療養介護（介護療養型医療施設） (日/月) 7 10 11 

福祉用具貸与 (人/月) 458 470 483 

特定福祉用具販売 (人/月) 7 5 7 

住宅改修 (人/月) 6 6 7 

特定施設入居者生活介護 (人/月) 4 4 3 

居宅介護支援 (人/月) 726 720 741 

平成 29 年度は見込み 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

 

[黒部市民の介護予防サービス利用状況] 

区  分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問介護 (人/月) 224 6 1 

訪問看護 (回/月) 41 50 60 

訪問リハビリテーション (回/月) 79 67 160 

通所介護 (人/月) 166 11 2 

通所リハビリテーション (人/月) 51 61 70 

居宅療養管理指導 (人/月) 5 5 5 

短期入所生活介護 (人/月) 17 21 22 

短期入所療養介護（介護老人保健施設） (人/月) 1 0 1 

短期入所療養介護（介護療養型医療施設）  (人/月) 0 0 0 

福祉用具貸与 (人/月) 154 170 198 

特定福祉用具販売 (人/月) 4 4 6 

住宅改修 (人/月) 6 6 6 

介護予防支援 (人/月) 334 243 264 

平成 29 年度は見込み 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 
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【施 策】 

居宅サービス利用者は、認定者の増加とサービス提供基盤の整備に伴い年々

増加していますが、サービス利用者のニーズに対応できるよう、新川地域介護

保険･ケーブルテレビ事業組合や事業者と連携し、体制整備に努めます。 

 

 

（２）地域密着型サービス 

 【現 状】 

 高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域での生活が継続

できるよう、日常生活の圏域において提供されるサービスで、要介護認定者の

状態により、在宅、通所、短期宿泊等の総合的な利用や、認知症高齢者への通

所サービス等、多様できめ細かなサービスが実施されるものです。 

 

[介護給付対象地域密着型サービスの整備状況]     平成 29 年 12 月 1 日現在 

区  分 黒部市 入善町 朝日町 合 計 

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護 

定員 

2 ヶ所 2 ヶ所 － 4 ヶ所 

49 人 49 人 － 98 人 

看護小規模多機能型居宅
介護 － 1 ヶ所 － 1 ヶ所 

定員 － 29 人 － 29 人 

小規模多機能型居宅介護 

定員 

2 ヶ所 1 ヶ所 － 3 ヶ所 

50 人 18 人 － 68 人 

認知症対応型共同生活介
護（グループホーム） 

定員 

8 ヶ所 6 ヶ所 3 ヶ所 17 ヶ所 

108 人 63 人 36 人 207 人 

認知症対応型通所介護 

定員  

5 ヶ所 3 ヶ所 1 ヶ所 9 ヶ所 

42 人 27 人 12 人 81 人 

定期巡回･随時対応型訪問
介護看護      1 ヶ所 － － 1 ヶ所 

地域密着型通所介護（デイ
サービス） 

定員 

6 ヶ所 4 ヶ所 3 ヶ所 13 ヶ所 

90 人 53 人 43 人 186 人 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

 

 

 

 

 

 



47 

[黒部市民の介護給付対象地域密着型サービス利用状況] 

区  分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

地域密着型介護老人 
福祉施設入所者生活介護 (人/月) 50 50 50 

看護小規模多機能型居宅介護 
（複合型サービス） (人/月) ― ― 1 

小規模多機能型居宅介護 (人/月) 21 24 30 

認知症対応型共同生活介護 (人/月) 89 95 100 

認知症対応型通所介護 (回/月) 330 322 342 

地域密着型通所介護 (回/月) ― 1,322 1,148 

平成 29 年度は見込み 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

 

[黒部市民の地域密着型介護予防サービス利用状況] 

区  分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

認知症対応型通所介護 (回/月) 53 60 35 

小規模多機能型居宅介護 (人/月) 12 11 11 

認知症対応型共同生活介護 (人/月) 2 1 0 

平成 29 年度は見込み 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

 

 【施 策】 

 地域密着型サービス基盤の整備については、新川地域介護保険･ケーブルテレ

ビ事業組合の「地域密着型サービス運営委員会」が中心になり、組合管内の介

護サービス事業所のバランスを見ながら、関係機関と検討を進めます。 
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（３）施設サービス 

【現 状】 

 介護保険による施設サービスは、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

及び介護老人保健施設、介護療養型医療施設の３種類があります。市内の他、

新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合管内の施設を利用している状況で

す。 

介護療養型医療施設は、2023 年度（平成 35 年度）までに、介護医療院（平

成 30 年度から新たに設けられた介護保険施設）へ順次移行することが見込ま

れます。 

 

[介護給付対象入所施設の整備状況]           平成 29 年 12 月 1 日現在 

区  分 黒部市 入善町 朝日町 合 計 

介護老人福祉施設 
ベッド数  

3 ヶ所 2 ヶ所 1 ヶ所 6 ヶ所 

165 床 190 床 150 床 505 床 

介護老人保健施設 
ベッド数  

１ヶ所 １ヶ所 １ヶ所 ３ヶ所 

80 床 150 床 60 床 290 床 

介護療養型医療施設 
ベッド数  

２ヶ所 １ヶ所 － 3 ヶ所 

109 床 19 床 － 128 床 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

 

 

[黒部市民の介護給付対象施設サービス利用状況] 

区  分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

介護老人福祉施設 (人/月) 179 179 182 

介護老人保健施設 (人/月) 104 108 104 

介護療養型医療施設 (人/月) 85 86 85 

平成 29 年度は見込み 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

 

 【施 策】 

地域の実情に応じた基盤整備が可能となっており、地域ニーズ等に応じた施

設整備に努めます。また、国が示す在宅を中心とした介護の方針を継続しつつ、

高齢者ができる限り在宅での生活が継続できるよう、各自に必要な支援とサー

ビス利用を推進し、在宅生活の支援に努めます。 
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４ 新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合管内の介護給付等

サービス計画 

 

 

 

 

 

 

 

（１）被保険者数の人口推計 

被保険者数は、2020 年（平成 32 年）には 51,016 人となり、2016

年（平成 28 年）と比較すると、1,251 人の減少が見込まれています。被保

険者割合は、2020 年には 66.8％、2025 年（平成 37 年）には 68.1％

となることが見込まれています。 

 

組合管内（全体） 

[被保険者数の推計]                   （単位：人） 

 
総人口 

第２号 

被保険者 

第１号 

被保険者 

  

被保険者計 

被保険者 

割合 

第２号被保

険者割合  前期高齢者 後期高齢者 

2017 年 
(H29 年) 

79,088 25,678 26,344 12,641 13,703 52,022 65.8％ 32.5％ 

2018 年 
(H30 年) 

78,188 25,369 26,402 12,590 13,812 51,771 66.2％ 32.4％ 

2019 年 
(H31 年) 

77,266 25,180 26,275 12,235 14,040 51,455 66.6％ 32.6％ 

2020 年 
(H32 年) 

76,316 24,780 26,236 12,262 13,974 51,016 66.8％ 32.5％ 

2025 年 
(H37 年) 

71,321 23,227 25,378 9,967 15,411 48,605 68.1％ 32.6％ 

2030 年 
(H42 年) 

66,032 21,283 24,300 9,157 15,143 45,583 69.0％ 32.2％ 

（各年 10 月 1 日現在） 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

第 7 期介護保険事業計画より抜粋  
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（２）要介護等認定者の推計 

管内の要介護等認定者について、2015 年（平成 27 年）から 2017 年

（平成 29 年）の男女別･年齢別の要介護等認定率と人口推計の結果から、第

7 期計画期間中及び 2025 年（平成 37 年）の要介護認定者数の推計を行い

ました。 

要介護等認定者の総数は、2018 年（平成 30 年）には 4,898 人、2025

年（平成 37 年）には 5,444 人と見込まれます。 

  

組合管内（全体） 

[要介護認定者数の推計]                 （単位：人） 

 
2015 年 

(H27 年) 

2016 年 

(H28 年) 

2017 年 

(H29 年) 

2018 年 

(H30 年) 

2019 年 

(H31 年) 

2020 年 

(H32 年) 

2025 年 

(H37 年) 

要
介
護
度
別 

要支援1 729 812 873 909 945 978 1,101 

要支援2 526 496 564 576 608 646 788 

要介護1 1,056 1,111 1,152 1,204 1,248 1,287 1,329 

要介護2 521 544 549 551 545 541 581 

要介護3 511 512 491 480 480 481 467 

要介護4 598 551 609 610 615 627 702 

要介護5 601 604 552 568 554 530 476 

総   数 4,542 4,630 4,790 4,898 4,995 5,090 5,444 

（各年 10 月 1 日現在） 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 
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51 

（３）介護サービス量の見込み 

組合管内（全体） 

① 居宅サービス 

ア．訪問介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 361,473 366,524 381,020 436,728 

回数（回） 11,687 11,845 12,276 14,259 

人数（人） 485 495 506 537 

回数、人数は月平均 給付費は年額 以下同じ 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 以下同じ 

 

イ．訪問入浴介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 15,009 15,649 18,557 27,161 

回数（回） 105 109 130 189 

人数（人） 24 24 27 30 

 

ウ．訪問看護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 55,035 57,768 59,629 79,233 

回数（回） 796 828 853 1,165 

人数（人） 130 135 140 165 

 

エ．訪問リハビリテーション 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 86,323 92,332 98,653 113,240 

回数（回） 2,443 2,612 2,792 3,206 

人数（人） 200 204 208 208 

 

オ．居宅療養管理指導 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 9,796 10,119 10,322 10,658 

人数（人） 85 88 90 94 

 

カ．通所介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 618,110 635,087 653,506 677,755 

回数（回） 7,063 7,254 7,468 7,678 

人数（人） 775 806 835 935 
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キ．通所リハビリテーション 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 351,130 365,059 369,706 418,296 

回数（回） 3,403 3,510 3,553 3,968 

人数（人） 418 436 449 499 

 

ク．短期入所生活介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 254,965 266,200 282,218 294,119 

日数（日） 2,723 2,803 2,926 3,004 

人数（人） 327 333 338 338 

 

ケ．短期入所療養介護 

   [介護老人保健施設] 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 89,532 100,730 114,091 137,437 

日数（日） 849 968 1,107 1,363 

人数（人） 96 106 117 125 

 

   [介護療養型医療施設] 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 3,002 3,003 3,003 ― 

日数（日） 22 22 22 ― 

人数（人） 2 2 2 ― 

 

コ．福祉用具貸与 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 151,714 151,452 153,237 152,537 

人数（人） 1,009 1,033 1,065 1,109 

 

サ．特定福祉用具購入費 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 4,594 4,409 4,422 5,528 

人数（人） 16 16 16 20 
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シ．住宅改修費 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 16,462 17,606 17,525 16,462 

人数（人） 14 15 15 14 

 

ス．特定施設入居者生活介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 20,132 20,141 24,667 26,903 

回数（回） 9 9 11 12 

 

セ．居宅介護支援 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 256,157 273,117 286,993 278,512 

人数（人） 1,678 1,787 1,877 1,823 

 

  

② 地域密着型サービス 

ア．定期巡回･随時対応型訪問介護看護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 51,474 59,130 70,203 68,074 

人数（人） 30 35 41 41 

回数、人数は月平均 給付費は年額 以下同じ 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 以下同じ 

 

イ．夜間対応型訪問介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 0 7,354 7,849 8,416 

回数（回） 0 22 23 25 

 

ウ．認知症対応型通所介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 123,897 139,768 150,442 171,829 

回数（回） 1,025 1,160 1,266 1,423 

人数（人） 116 131 143 160 

 

エ．小規模多機能型居宅介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 117,060 109,037 126,630 186,423 

人数（人） 65 70 83 118 
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オ．認知症対応型共同生活介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 653,885 680,234 733,401 794,838 

人数（人） 225 234 252 270 

 

カ．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 344,894 345,048 345,048 345,048 

人数（人） 106 106 106 106 

 

キ．看護小規模多機能型居宅介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 50,559 50,582 101,163 101,163 

人数（人） 18 18 36 36 

 

ク．地域密着型通所介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 224,434 243,628 260,586 315,424 

回数（回） 2,426 2,625 2,810 3,395 

人数（人） 239 251 261 286 

 

 

③ 施設サービス 

ア．介護老人福祉施設 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 1,504,039 1,504,714 1,504,712 1,504,712 

人数（人） 505 505 505 505 

人数は月平均 給付費は年額 以下同じ 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 以下同じ 

 

イ．介護老人保健施設 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 869,727 870,116 870,116 939,948 

人数（人） 290 290 290 320 

 

ウ．介護医療院 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 160,585 321,171 470,553 1,359,884 

人数（人） 43 86 126 338 
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エ．介護療養型医療施設 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 564,107 444,231 323,576  

人数（人） 132 104 78  

 

 

（４）介護予防サービス量の見込み 

組合管内（全体） 

①  居宅サービス 

ア．介護予防訪問看護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 11,389 12,585 12,858 13,199 

回数（回） 196 217 222 228 

人数（人） 31 36 41 48 

回数、人数は月平均 給付費は年額 以下同じ 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 以下同じ 

 

イ．介護予防訪問リハビリテーション 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 36,570 43,714 50,577 67,202 

回数（回） 1,089 1,300 1,502 1,991 

人数（人） 90 100 111 123 

 

ウ．介護予防居宅療養管理指導 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 3,217 3,892 4,848 5,768 

人数（人） 22 26 32 38 

 

エ．介護予防通所リハビリテーション 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 120,342 147,797 177,594 216,650 

人数（人） 314 389 471 571 

 

オ．介護予防短期入所生活介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 21,263 25,683 30,744 35,418 

日数（日） 293 353 421 481 

人数（人） 43 50 58 58 
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カ．介護予防短期入所療養介護 

 [介護老人保健施設] 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 1,425 1,465 1,505 1,683 

日数（日） 14 15 15 17 

人数（人） 2 2 2 2 

 

[介護療養型医療施設] 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 518 518 518 ― 

日数（日） 9 9 9 ― 

人数（人） 1 1 1 ― 

 

キ．介護予防福祉用具貸与 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 26,811 27,682 28,409 31,497 

人数（人） 415 431 445 496 

 

ク．特定介護予防福祉用具購入費 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 5,660 6,708 8,018 9,327 

人数（人） 21 25 30 35 

 

ケ．介護予防住宅改修費 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 26,820 32,466 37,051 41,636 

人数（人） 24 29 33 37 

 

コ．介護予防特定施設入居者生活介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 2,261 3,017 4,525 5,279 

人数（人） 3 4 6 7 
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② 地域密着型サービス 

ア．介護予防認知症対応型通所介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 5,714 6,665 7,139 8,087 

回数（回） 68 81 88 101 

人数（人） 11 13 14 16 

回数、人数は月平均 給付費は年額 以下同じ 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 以下同じ 

 

イ．介護予防小規模多機能型居宅介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 9,240 9,244 9,244 9,244 

人数（人） 11 11 11 11 

 

ウ．介護予防認知症対応型共同生活介護 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 2,871 2,872 2,872 2,872 

人数（人） 1 1 1 1 

 

 

③ 介護予防支援 

 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

給付費(千円) 35,651 39,246 42,716 46,899 

人数（人） 651 716 779 855 

人数は月平均 給付費は年額 以下同じ 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 
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（５）施設整備計画について 

組合管内（全体） 

① 施設･居宅系サービスの利用者数 

[介護保険 3 施設入所利用者数の設定(1 ヶ月当たりの利用者数)]（単位：人） 

区 分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

介護老人福祉施設 505 505 505 505 

介護老人保健施設 290 290 290 320 

介護医療院 43 86 126 338 

介護療養型医療施設 132 104 78 ― 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

 

[介護保険 3 施設入所定員数の設定(各年度末)]          （単位：床） 

区 分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

介護老人福祉施設 505 505 505 505 

介護老人保健施設 290 290 290 290 

介護医療院 43 71 104 338 

介護療養型医療施設 100 72 46 ― 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 

 

[居宅系サービスの入所･入居利用者の設定(1 ヶ月当たりの利用者数)]     （単位：人） 

区 分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

認知症対応型共同生
活介護(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 225 234 252 270 

地域密着型特定施設
入居者生活介護 0 0 0 0 

地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護（小規模特養） 

106 106 106 106 

特定施設入居者 
生活介護 9 9 11 12 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 
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②地域密着型サービス 

[地域密着型の整備計画]                      （単位：ヵ所（人）） 

区 分 既存 
平成  

30 年度 

平成  

31 年度 

平成  

32 年度 
圏域小計 管内合計 

地域密着型介護

老人福祉施設入

所者生活介護 

(小規模特養) 

黒部市 2(49)    2(49) 
4 

(98) 
入善町 2(49)    2(49) 

朝日町      

看護小規模多機

能型居宅介護 

黒部市   1(29)  1(29) 
2 

(58) 
入善町 1(29)   1(29) 1(29) 

朝日町      

小規模多機能型

居宅介護 

黒部市 3(75)    3(75) 
5 

(118) 
入善町 1(18)    1(18) 

朝日町    1(25) 1(25) 

認知症対応型 

共同生活介護 

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

黒部市 10(126)    10(126) 
22 

(252) 
入善町 6(63)  1(9) 1(9) 8(81) 

朝日町 3(36)   1(9) 4(45) 

認知症対応型 

通所介護 

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 

黒部市 5(42)  0(3)  5(45) 
11 

(108) 
入善町 3(27)  1(12)  4(39) 

朝日町 1(12)   1(12) 2(24) 

定期巡回･随時

対応型訪問介護

看護 

黒部市 1    1  

2 入善町    1  1 

朝日町       

夜間対応型訪問

介護 

黒部市   1  1 

1 入善町      

朝日町      

 （）内は定員 

資料／新川地域介護保険･ケーブルテレビ事業組合 
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      ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 

 第 1 節 高齢者の支援体制整備 

少子高齢化･核家族化の進展により、一人暮らし高齢者または高齢者のみの

世帯が増加しており、次第に閉じこもりがちになったり、健康上の変化や困

りごとに対し、対処できないといったことが発生します。そうした方々を地

域ぐるみで見守り、支援を行うことにより事故を未然に防ぐなど、高齢者が

住み慣れた地域で安全で安心して暮らせる体制づくりを目指します。 

 

1 黒部市社会福祉協議会と連携した見守り活動の推進 

【現 状】 

くろべネット事業の推進 

黒部市社会福祉協議会では、従前、「見守りネットワーク」･「みまもり員制

度」･「ケアネット活動事業」という３つの体制で見守り活動を行ってきました。

これを平成２９年度から一元化し、地域住民、自治組織、民生委員、専門機関、

企業等が連携して見守り活動を行う「くろべネット事業」を推進しています。 

くろべネット事業は、一人暮らし高齢者や認知症の高齢者世帯等に対して地

域住民がチームを組んで見守り、話し相手、買い物代行などチーム員が可能な

範囲の支援を行い、住み慣れた地域で安心して生活ができるような体制を整備

しています。また、必要に応じて地区社会福祉協議会、民生委員など関係者が

集まって地区支援調整会議を開催し、活動に必要な連絡調整を行います。地域

での解決が困難なケースについては、市社会福祉協議会が調整役となり、地域

包括支援センター等の専門機関と連携を取り、解決に向けた支援を行います。 

一方、地元店舗や企業、郵便･新聞配達員など様々な関係者と連携した見守り

活動も行っています。「新聞がたまっている、電気がついたままになっている」

など協力事業者が日常業務の中で普段と違う様子を感じた時、速やかに市社会

福祉協議会に連絡されることになっており、アクシデントの早期発見、早期対

応に尽力しています。 

 

 

 

 

第3章 
高高齢齢者者ににややささししいいままちちづづくくりり  
のの推推進進  
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【施 策】 

・中心となって活動を実施する市社会福祉協議会と、今後も連携し、また活動

支援を行います。 

・普及啓発や、高齢者等に対する地域ぐるみでの見守り活動への理解を図るこ

とにより、見守り体制を一層強化し、高齢者が孤立しないよう、日頃からチ

ーム員や民生委員、地域との連携に努めます。 

・今後も高齢者が住み慣れた地域で安全･安心に暮らせるよう、地域全体で見守

る体制が必要であり、地域住民や企業等と連携を図り「くろべネット事業」

を支援していきます。 

・今後も見守りが必要な方と地区社会福祉協議会、ボランティア、民生委員等

による連携を強化し、継続可能な支援を推進します。 

 

 

2 災害時における支援体制 

【現 状】 

 市では、黒部市地域防災計画を策定し、日頃から災害危険個所等の把握に努

め、警戒避難体制の整備、避難方法、避難場所等について周知を図ってきまし

た。特に、高齢者については、どこにどのような状態の高齢者がいるかを把握

するため、民生委員や関係機関と連携し「避難行動要支援者名簿」や「避難支

援プラン（個別計画）」を整備してきました。また、福祉避難所として 6 施設

を指定しました。 

 いつ起こるか分からない災害への備えとして、災害時における避難や避難所

での生活等に配慮が必要な高齢者を支援していく体制の整備が求められていま

す。 

 

 

 【施 策】 

避難誘導や安否確認等の支援体制づくりとして、今後も民生委員や社会福祉

協議会等と連携し、避難行動要支援者の把握に努めます。 

 
※一人暮らしまたは高齢者のみの世帯等で自力や家族の支援では避難が困難な状態にある方を「避難行

動要支援者」とし、避難行動要支援者一人ひとりの避難支援計画を個別計画として作成し、支援体制の整

備を進めています。 
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3 公共交通の確保 

【現 状】 

公共交通は、車のない高齢者等の足として必要不可欠なものです。 

買い物や通院といった日常的な利用はもとより、趣味やサークル活動へのお

出かけといった人とのふれあいの機会を創出し、生きがい対策の観点からも、

公共交通は大きな役割を果たしています。 

買い物弱者や引きこもり防止のためにも、誰もが安全で円滑に利用できる公

共交通の実現が求められています。 

 

 

 【施 策】 

 ｢高齢者向け割安全線定期券購入費助成｣といった外出支援事業の継続実施及

び社会福祉協議会が運行する福祉センター送迎バスの利用促進、またコミュニ

ティタクシーやデマンドタクシー等、高齢者にやさしい交通手段の確保のため、

担当部局と連携していきます。 
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 第 2 節 福祉サービスの充実          

 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活でき、心身の良好な状態を維持する

ために必要な福祉サービスを提供しています。また、介護保険要介護認定者に

は介護保険以外の福祉サービスも提供し、重度化の防止と介護する家族の心身

の負担軽減を図ることで、高齢者全体の福祉施策を展開しています。 

 

 

１ 在宅福祉サービス 

【現 状】 

（１）在宅高齢者短期入所事業（生活管理指導短期宿泊事業） 

  家族のやむを得ない理由等により、居宅で介護を受けることが困難な高齢

者を、一時的に老人短期入所施設（特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム）

で、食事、入浴など日常生活の世話をします。利用施設は、特別養護老人ホ

ーム越野荘、特別養護老人ホーム越之湖、特別養護老人ホームおらはうす宇

奈月、養護老人ホームながれすぎ光風苑の 4 か所です。 

 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用回数 0 回 1 回 2 回 3 回 

 ※利用に際し一部自己負担があります。 

 

（２）高齢者等ミドルステイ事業 

 介護者の入院等やむを得ない事由により、居宅での介護を受けることが困

難となった要介護及び要支援認定者を、介護保険のショートステイの利用限

度日数を超えて入所措置します。利用施設は、特別養護老人ホーム越野荘、

特別養護老人ホーム越之湖、特別養護老人ホームおらはうす宇奈月、特別養

護老人ホーム舟見寿楽苑、介護老人保健施設カリエールの 5 か所です。 

 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

延利用人員 1 人 3 人 8 人 10 人 

延利用日数 5 日 17 日 55 日 70 日 

 ※利用に際し一部自己負担があります。 
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（３）寝たきり老人等紙おむつ支給事業 

  寝たきりや重度の認知症があり、介護認定を受けている高齢者を在宅で介

護している家族に対し、紙おむつ等を支給し介護者の心身及び経済的負担の

軽減を図ります。 

 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

延利用人数 1,052 人 1,123 人 1,200 人 1,300 人 

 ※利用に際し一部自己負担があります。 

 

（４）寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

  在宅の一人暮らし高齢者や寝たきり高齢者等を対象に、布団等の洗濯･乾

燥･消毒を行い、衛生的で快適な生活を提供します。 

 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用人数 185 人 180 人 190 人 210 人 

 

（５）寝たきり高齢者等調髪サービス事業 

  寝たきりや重度の認知症があり、介護認定を受けている在宅の高齢者を対

象に、理容店から自宅に出向いて調髪を行い、衛生的で快適な生活を提供し

ます。 

  

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用人数 15 人 16 人 20 人 35 人 

延利用回数 42 回 43 回 55 回 100 回 

 

（６）配食サービス事業（食の自立支援事業） 

  調理が困難な一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に対して、食のアセス

メントを行い、栄養のバランスのとれた食事を週３回提供するとともに、安

否確認を行います。 

 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用者数 112 人 161 人 160 人 180 人 

 ※利用に際し一部自己負担があります。 
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（７）在宅高齢者等介護タクシー事業 

  公共交通を利用することが困難な介護認定を受けている高齢者に対して、

居宅と介護サービス事業所、医療機関等との間の介護タクシーの利用料金の

一部を助成することにより、住み慣れた地域社会の中で生活できるよう支援

します。 

  

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用人数 28 人 26 人 30 人 35 人 

延利用回数 666 回 699 回 750 回 960 回 

 

 

（８）軽度生活支援事業 

  日常生活の援助が必要な一人暮らし等の高齢者世帯へ軽度生活援助員を派

遣し、簡易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅高齢者等の自立した

生活を援助し、できるだけ要介護状態にならないよう支援します。 

  事業内容は、ホームヘルプサービス事業の対象にならない、外出･散歩の付

き添い、家周りの清掃、草取り等を行います。 

  

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

延利用回数 158 回 131 回 150 回 220 回 

 ※利用に際し一部自己負担があります。 

 

（９）徘徊高齢者等家族支援サービス事業 

  徘徊行動のある認知症高齢者を介護している家族に対して、位置情報端末

機を貸与し、高齢者が徘徊して居場所が分からなくなった場合に、事業者と

連絡をとりながら捜索することにより、早期発見･保護を行い介護家族の精神

的･肉体的負担の軽減を図ります。 

 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用人数 6 人 3 人 3 人 10 人 

 ※利用に際し一部自己負担があります。 
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（10）一人暮らし高齢者等除雪支援事業 

一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等で、自力で除雪が困難な世帯の除雪

に要する経費に対して助成を行い、高齢者等の身体の安全と精神の安定を図

ります。 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用人数 4 人 1 人 
降雪状況によ

るため未定 

降雪状況による

ため未定 

 ※補助限度額があります。 

 

（11）電気保安点検事業 

一人暮らし高齢者が安心して日常生活を過ごせるよう、電気工事工業組合

がボランティアで電気保安点検作業を行います。漏電ブレーカー等の設置･

取替えの費用は市が負担します。 

 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
平成 32 年度

目標 

利用人数 16 人 35 人 13 人 実施地区未定の

ため未定 実施地区数 １地区 ２地区 ２地区 

 

（12）火災予防点検事業 

一人暮らし高齢者等が安全に暮らせるよう、消防署や消防団、民生委員、

民間の企業ボランティア等が、台所の熱器具や電気配線等を火災発生の危険

がないか点検するとともに火災予防について注意喚起を行います。 

 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用人数 46 人 49 人 18 人 実施地区未定の

ため未定 実施地区数 ７町内 ７町内 ３地区 

 

（13）在宅要介護高齢者福祉金 

要介護高齢者の福祉の増進を図ることを目的とし、在宅の 65 歳以上の要

介護４･５認定者に福祉金を支給します。 

  

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用人数 119 人 112 人 120 人 150 人 
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（14）在宅高齢者等住宅改善支援事業 

  高齢者が、できるだけ住み慣れた家庭で生活できるよう、移動、排泄等を

容易にするための手すりの設置や段差解消等、既存住宅の改善に要する費用

の一部を助成します。 

  

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度

目標 

利用人数 5 人 10 人 10 人 15 人 

 ※補助限度額があります。 

 

（15）一人暮らし高齢者に対する支援事業 

  65 歳以上の一人暮らし高齢者に対し、安全で安心な生活を営むために必

要な日常生活用具（自動消火器･電磁調理器）、緊急通報装置（火災センサー

含む）を設置します。 

 

区 分 平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

(見込) 

平成32年度

目標 

自動消火器※  10 台   3 台   10 台   10 台 

電磁調理器※   4 台   1 台   ３台    ５台 

緊急通報装置 

（火災センサー含む、貸与） 
112 台 106 台 110 台 160 台 

（緊急通報装置は年度末台数、その他器具は単年度における設置数） 

※ 自動消火器･電磁調理器の設置に際し一部自己負担があります（平成 27 年度までは給付、 

平成 28 年度から一部自己負担有）。 

 

 

 【施 策】 

・高齢者が住み慣れた地域で安心して生活でき、心身の良好な状態を維持する

ために、今後も継続して在宅福祉サービスを提供していきます。 

・各種在宅福祉サービスの見直しを行いながら、高齢者の状態に合った利用が

できるよう、サービス内容やサービス量等の充実に努めます。 

・市民への情報提供や関係機関を通じてサービスの周知を徹底し、利用の促進

に努めます。 
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２ 施設福祉サービス 

 【現 状】 

（１）養護老人ホーム 

  ６５歳以上の高齢者で身の回りのことはある程度自分でできるが、家庭環

境や経済的理由等により、在宅での生活が困難な高齢者が入所する施設です。

所得に応じた本人費用負担があり、扶養義務者にも費用負担があります。 

  養護老人ホームに入所する場合は、対象者の居住市町村が措置することに

なっています。 

（平成 29 年 10 月 1 日現在） 

施設名 所在地 定員 入所者数 

ながれすぎ光風苑 富山市流杉 77 80 人 75 人 

 

 

（２）軽費老人ホーム（ケアハウス） 

  ６０歳以上で、家庭環境･住宅事情により居宅において生活が困難な方が

入所でき、食事や生活支援などを受ける施設です。要介護認定を受け、ヘル

パーやデイサービスを利用しながら、自立した生活を送ることも可能です。 

                          （平成 29 年 10 月 1 日現在） 

施設名 所在地 定員 入所者数 

黒部笑福学園 荒俣 997 50 人 50 人 

 

 

（３）高齢者向け住宅(有料老人ホーム) 

高齢者を入居させ、状態に応じ入浴、排せつ若しくは食事の介護･提供、洗

濯、掃除等の家事又は健康管理をする施設です。各種サービスを利用しなが

ら施設での生活を継続することができます。 

                          （平成 29 年 10 月 1 日現在） 

施設名 所在地 定員 入所者数 

有料老人ホームさんが 三日市 3866 9 人 9 人 

しんせい三日市 三日市 3872-1 18 人 18 人 
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（４）サービス付き高齢者向け住宅 

平成 23 年度の高齢者住まい法の改正により、創設された住宅で、バリア

フリー構造の共同住宅に、介護福祉士やホームヘルパー等の資格を持つケア

の専門スタッフが常駐し、安否確認サービスや生活相談サービスを行います。 

                          （平成 29 年 10 月 1 日現在） 

施設名 所在地 定員 入所者数 

サービス付高齢者住宅 
優悠庵 

田家新 738-1 14 戸 14 戸 

 

 

（５）認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

  比較的認知症の症状が安定している高齢者が、少人数で共同生活をし、家

庭的な雰囲気の中で介護を受けることができます。  

                          （平成 29 年 10 月 1 日現在） 

施設名 所在地 定員 入所者数 

ホームさくらい 堀高 27-1 18 人 18 人 

宇奈月グループホーム 
「いわうちわの里」 

宇奈月町下立 37 9 人 9 人 

グループホーム 
くぬぎの里 

宇奈月町下立 50-1 9 人 9 人 

グループホーム 
荻生金さん銀さん 

荻生 2673-2 9 人 9 人 

グループホーム 
木ここち 

立野 129-1 9 人 9 人 

グループホーム 
しばんばの里 

生地芦区 34 18 人 18 人 

グループホーム黒部 吉田 460-1 18 人 18 人 

ニチイケアセンター黒部 荻生 2897-1 18 人 18 人 
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（６）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) 

常時介護が必要で、家庭での生活が困難な方が入所する、小規模な特別養

護老人ホームです（定員３０人未満）。食事や排泄など日常生活上の介護や、

身の回りの世話を受けられます。 

                          （平成 29 年 10 月 1 日現在） 

施設名 所在地 定員 入所者数 

地域密着型特別養護老
人ホーム越路さくら 

荻生 7120-2 29 人 29 人 

地域密着型特別養護老
人ホーム越野荘 

若栗 2111 20 人 20 人 

 

 

（７）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とする要介

護認定者で、居宅において適切な介護を受けることが困難な高齢者が入所す

る施設です。入所利用を希望する人が多く、在宅等での待機者が多い状況で、

施設整備が求められています。 

（平成 29 年 10 月１日現在） 

施設名 所在地 定員 入所者数 

特別養護老人ホーム 
越野荘 

若栗 2111 60 人 60 人 

特別養護老人ホーム 
越之湖 

堀切 1002 50 人 50 人 

特別養護老人ホーム 
おらはうす宇奈月 

宇奈月町下立 37 55 人 55 人 

 

 

（８）介護老人保健施設 

  病状が安定し、治療や入院の必要はないが、リハビリを含む看護や介護な

どのケアが必要な要介護認定を受けた高齢者が入所する施設です。自宅に戻

れるよう機能訓練や無理のない日常生活動作訓練をしていくなかで、機能回

復を目指します。 

                          （平成 29 年 10 月 1 日現在） 

施設名 所在地 定員 入所者数 

介護老人保健施設 
カリエール 

牧野 693 80 人 80 人 
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（９）介護療養型医療施設 

  身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とする介護

認定者で、急性期の治療が終わり長期の療養を必要とする高齢者が入所する

施設です。2023 年度（平成 35 年度）までに、介護医療院へ順次移行する

ことが見込まれます。 

                          （平成 29 年 10 月１日現在） 

施設名 所在地 定員 入所者数 

黒部温泉病院 窪野 929 80 人 80 人 

池田リハビリテーション
病院 

荻生 821 29 人 29 人 

 

 

（10）介護医療院 

  平成 30 年度から新たに設けられた施設で、日常的な医学管理が必要な重

介護者の受け入れや看取り･ターミナル等の機能と生活施設としての機能を

兼ね備えた新たな介護保険施設です。介護療養病床（介護療養型医療施設）

と医療療養病床からの移行が見込まれます。 

 

 

 【施 策】 

・高齢者が、在宅での生活が困難になった場合、その状態に合った施設の利用

ができるよう関係機関と連携していきます。 

・また、施設入所待機者の状況を把握し、新川介護保険･ケーブルテレビ事業組

合や関係機関と連携しながら施設サービスの提供を推進します。 
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 第 3 節 相談体制等の充実          

 

 【現 状】 

（１）福祉に関する相談 

  高齢者の介護や福祉サービス、健康などに関する相談を市福祉課、地域包

括支援センター、保健センター、県厚生センター、市社会福祉協議会、民生

委員等で受けています。 

  地域包括支援センターは、保健師･主任ケアマネジャー･社会福祉士の専門

職を配置し、高齢者の総合相談窓口として相談に対応しています。 

  一人暮らし高齢者の増加や変容する家庭環境の変化に伴い、複雑･多様化

する相談への対応が求められています。  

 

（平成 29 年 10 月 1 日現在） 

相 談 場 所  所 在 地 

黒部市福祉課 黒部市三日市 1301 
（市役所） 黒部市地域包括支援センター 

黒部市東部地域包括支援センター 黒部市宇奈月町浦山 2111 

   

[地域包括支援センター相談件数] 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度 

目標 

総合相談支援※ 1,431 件 1,865 件 1,900 件 2,000 件 

包括的・継続的

マネジメント 
106 件 319 件 320 件 

  

 

 

 

 

権利擁護 53 件 13 件 20 件 

高齢者虐待 138 件 80 件 100 件 

計 1,728 件 2,277 件 2,340 件 

※市民や民生委員からの相談窓口や電話での相談等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

（２）消費生活に関する相談 

  高齢者を狙った悪質商法（業者）や振り込み詐欺など、消費生活に関する

相談は、市民環境課や県消費生活センターを窓口として、福祉課においても

連携を図り支援を行っています。 

 

 

（３）高齢者虐待に関する相談 

  高齢者虐待は、全国的に問題となっています。本市においても地域包括支

援センターを中心に、にいかわ認知症疾患医療センターや県厚生センター等

との相談体制を整備しています。 

 

 

 【施 策】 

・高齢者や高齢者の家族が、気軽に相談ができる体制づくりに努めます。 

・高齢者相談窓口について、広報などで広く啓発に努めます。 

・複雑･困難な相談に対しては関係機関との情報を共有化し、連携を密にし対応

に努めます。また、研修会や地域ケア会議などを開催し、相談従事者の資質

の向上を図ります。 

・消費生活相談情報等を民生委員に提供する等、日頃から高齢者が被害にあわ

ないよう連携を図っていきます。 

・現在、地域包括支援センターを２か所設置しており、より地域と密着した相

談体制の充実を図ります。 
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 第 4 節 安全な生活環境づくり 

 

１ 高齢者の交通安全対策の推進 

【現 状】 

 市内の交通事故件数のうち、高齢者が関わる事故の割合は高くなっています。 

 高齢者の交通安全の確保及び意識の向上を図るため、高齢者向けの交通安全 

教育、交通指導等について、関係機関と連携しながら推進を図っています。ま

た、高齢者の運転免許自主返納制度を推進するなど、交通安全対策を充実して

いくことが求められています。 

 

 [65 歳以上の高齢者が関わった交通事故件数]     

  平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

市全体事故件数 138 件 153 件 148 件 102 件 

65 歳以上関係件数 61 件 66 件 73 件 50 件 

※65 歳以上関係件数では１つの事故で双方が 65 歳以上の場合は 2 件とｶｳﾝﾄしている 

 

 65 歳以上の交通事故死亡者数              

  平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

65 歳以上死亡数 1 人 0 人 2 人 1 人 

 

 [高齢者運転免許自主返納支援事業] 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

申請人数 54 人 60 人 101 人 103 人 

 

 

○ 高齢者の主な交通安全対策事業 

①交通安全教室の開催、高齢ドライバー交通安全教室の開催 

②反射材の着用普及促進 

③交通安全アドバイザーによる交通安全指導 

④警察と連携し、安全意識高揚に向けた「たっしゃけ 気つけられェ」運

動の実施 

⑤高齢者運転免許自主返納支援事業の推進 
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【施 策】 

 高齢者の交通安全意識向上のための交通安全教室等の開催や、反射材の着用

普及促進に努めます。高齢者による交通事故の減少を図るため、運転免許の自

主返納について支援していきます。また、高齢者が安全に歩くことができるよ

う、歩道等の環境整備について関係機関に提案していきます。 

 

 

２ 防犯対策の推進 

【現 状】 

富山県内の特殊詐欺の被害額は平成 27 年中、平成 28 年中とも 3 億円を超

えています。被害者の７割が 60 歳以上であり、高齢者を狙った犯罪が多発す

る中、市では消費生活相談窓口の設置や職員出前講座での講習を行うなど、被

害の事前防止に努めています。 

高齢者を狙った悪質な犯罪や、空き巣等の犯罪を予防するため、日頃から広

報等で、「傾向と対策」等の情報をより具体的に伝えることが大切です。 

 

[富山県内の特殊詐欺被害状況]     

 区 分 平成 27 年 平成 28 年 

全体被害件数 102 件 114 件 

被害件数(60 歳以上) 78 件 89 件 

被害総額 374,047,674 円 323,908,477 円 

 認知のあった被害のみ記載 

 資料／富山県警察（特殊詐欺の現状） 

  

 

【施 策】 

・日頃から、関係機関･団体等と連絡をとりながら振り込め詐欺から守るなど、

高齢者の安全に努めます。 

・警察や各地区防犯協会と連携し、高齢者を対象とする講習会等を開催して、

犯罪の傾向と対策についての情報提供に努めます。 

・安全なまちづくり推進センターでの防犯パトロールに努める等、防犯対策に

努めます。 

・広報等で特殊詐欺の注意喚起を行い、被害防止に努めます。 
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３ 防火対策の推進 

【現 状】 

高齢者住宅の防火対策として消防署や消防団、民生委員、民間の企業ボラン

ティア等により、高齢者世帯の火災予防点検を行なっています。 

 また、近所に家族などがいないため、安全に対する対応が遅れがちな一人暮

らし高齢者の方が安全に暮らせるよう、日常生活用具（自動消火器･電磁調理器）

の設置を推進しています。 

 

 

【施 策】 

・民生委員や地域住民の協力により、高齢者世帯の防火対策に努めます。 

・一人暮らし高齢者世帯の火災予防点検や自動消火器等の日常生活用具設置を

進め、安全管理体制を推進します。 
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４ 救急体制の整備 

【現 状】 

消防本部と連携しながら、一人暮らし高齢者世帯の救急体制の整備に努める

とともに、緊急通報装置による通報にも対応できるよう、関係機関と連携を図

っています。  

 

[救急出動の状況]                      （平成 28 年度） 

年齢 

事故別 
65～74 歳 75～84 歳 85～89 歳 90 歳以上 全 体 

65 歳以上 
比率 

交 通 26 件 11 件 4 件 3 件 100 件 44.0% 

労働災害 0 件 1 件 0 件 0 件 11 件 9.1% 

運動競技 0 件 0 件 0 件 0 件 13 件 0.0% 

一般負傷 33 件 65 件 35 件 31 件 213 件 77.0% 

加 害 0 件 1 件 0 件 0 件 2 件 50.0% 

自損行為 1 件 4 件 1 件 0 件 17 件 35.3% 

急 病 129 件 248 件 97 件 75 件 807 件 68.0% 

その他 13 件 27 件  12 件 14 件 123 件 53.7% 

計 202 件  357 件 149 件 123 件 1,286 件 64.6% 

 

 

[緊急出勤の状況]                       （平成 28 年度） 
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  ≪緊急通報装置≫ 

 近所に家族などがいないため、緊急時の対応が遅れがちな一人暮らし高齢者

に対し、緊急通報装置を貸与しています。 

 緊急の場合、コールセンターから、あらかじめ指定した緊急連絡先や消防署

へ連絡が届き、高齢者の安全の確保を図るものです。 

安否確認センサー活用など、安全を支援するシステムの導入をはかり、緊急

性の高い（心臓病や特定疾患、生活習慣病など重篤に陥りやすい疾病がある）

一人暮らし高齢者等を中心に設置をしています。 

 

【施 策】 

・一人暮らし高齢者世帯や高齢者世帯の緊急時における対応について、民生委

員や関係機関と連携を図ります。 

・一人暮らし高齢者世帯の緊急通報装置等、機器の設置普及に努めます。 

 

 

５ バリアフリーの推進 

（１）住宅のバリアフリー化 

 【現 状】 

 高齢になると身体的･精神的に機能低下が進み、ちょっとした段差でも転ぶ

ことがあるため、住まいの見直しが必要になってきます。 

介護が必要となった場合においても、①トイレや浴室への手すりの設置、②

段差の解消、③車椅子の通行が可能な廊下幅、扉幅の確保等、その人に応じた

適切な住宅改修ができるよう、介護保険の住宅改修の利用や相談体制の充実を

図る必要があります。ケアマネジャーや民間事業者との連携が必要です。 

 

 ≪在宅高齢者住宅改善支援事業≫ 

 65 歳以上の高齢者が、住み慣れた家庭で生活できるよう、手すりの設置や

床段差の解消などの住宅の改善に要する費用の助成を行っています。 

 

【施 策】 

・高齢者の健康や身体機能の低下に応じ、住宅のバリアフリー化の推進に努め

ます。 

・介護保険と連動した住宅改修への補助を行い、高齢期を過ごしやすい住宅の

推進に努めます。 
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（２）公共施設のバリアフリー 

 【現 状】 

 公共施設では、高齢者が歩きやすいよう、段差の解消やスロープ･手すりをつ

けるなど、利便性の改善に努めています。 

  

【施 策】 

・市の公共施設におけるバリアフリーを進め、高齢者や障がい者等が利用しや

すくなるよう、段差の解消、スロープや手すりの設置など環境整備に努めま

す。 

・庁内関係課、関係機関と連携を図りながら、公共施設のバリアフリー化に努

めます。 

 

 

（３）交通のバリアフリー 

 【現 状】 

高齢者が公共交通を利用する際の移動の利便性、安全性を図るため、交通事

業者と協働して交通のバリアフリー化について検討することが大切です。 

 

【施 策】 

 高齢者が公共交通を気軽に利用できるユニバーサルデザインの考え方を踏ま

えたまちづくりに努めます。 

 

 

（４）高齢者の住まいの充実 

 【現 状】 

 日常生活や介護に不安を抱く一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が、施設へ

の入所ではなく、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ケアハウスやサー

ビス付き高齢者向け住宅など、住まいの住み替えについて見直しも必要となっ

てきます。スーパーや病院等、生活に必要な機関へ歩いて行ける距離で暮らせ

る、高齢者に住みよいコンパクトなまちづくりを推進することが求められてい

ます。 

 

【施 策】 

 民間活力の導入による住みよい高齢者住宅整備推進と、地域の中で互いに支

え合いながら安心して暮らすことのできる住環境の構築に努めます。 
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 第 5 節 認知症施策の推進（重点課題） 

 

 認知症高齢者が尊厳をもちながら穏やかな生活を送ることができ、家族も

安心して社会生活を営むには、地域の住民が認知症について正しく理解し、

地域全体で認知症高齢者及びその家族の生活を支えていくことが必要です。 

家族が認知症の症状を正しく理解していないために起きる高齢者虐待など

の社会的問題を防ぐためにも認知症についての正しい知識の普及･啓発を促

進する必要があります。 

 

１ 認知症高齢者への支援 

【現 状】 

 市においては、平成 29 年４月現在、在宅の認知症高齢者は、632 名(要介

護認定者で認知症自立度Ⅱa 以上）であり、今後も高齢化の進展に伴いさらに

増加が見込まれます。 

 認知症高齢者への支援として、平成 29 年 10 月現在、2,192 名の認知症サ

ポーターの養成を行いました。また、認知症の進行状況に合わせて提供される

医療や介護のサービスの標準的な流れを示したガイドブックである認知症ケア

パスを作成し、適切に医療･介護サービスの提供に繋がるように努めました。今

後は、若年層を中心とした知識の普及や啓発、介護者への支援、本人及び家族

の意向が尊重できる支援が必要です。 

 

 

【施 策】 

 認知症の方が住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けるため、必

要としていることに的確に応えていくことを目的とし、認知症施策推進総合戦

略（新オレンジプラン）に基づき施策を推進します。 

 

（１）認知症への理解を深めるための知識の普及や啓発 

  誰もが認知症とともに生きることになる可能性があり、また、誰もが介護

者等として認知症に関わる可能性があるなど、認知症は皆にとって身近な病

気であることを、普及･啓発していきます。 

 

・認知症サポーターの養成と活動支援 

 認知症に関する正しい知識と理解を持って、地域で認知症の方やその家族を
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手助けする認知症サポーターの養成を進めていきます。特に、小中学校で認知

症サポーター養成講座等を開催し、子どもの時期から認知症に関する正しい理

解の普及を推進します。 

また、認知症の理解を一層深めるステップアップ研修を開催し、養成された

認知症サポーターがさらに地域で活躍してもらえるよう、活動の支援を推進し

ます。 

・発症予防の推進 

 運動、口腔機能の向上、栄養改善、社会交流、趣味活動など日常生活におけ

る取り組みが、認知症機能低下の予防に繋がる可能性が高いことを踏まえ、住

民主体の通いの場や認知症予防教室の開催等を推進し、発症予防に努めます。 

 

[認知症サポーター数の推移] 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

(見込) 

平成 32 年度 

目標 

人 数 1,812 人 2,011 人 2,300 人 3,700 人 

 

 

（２）家族介護者への支援 

  認知症の方の介護者の精神的身体的負担を軽減する支援や、介護者の生活

と介護の両立を支援する取り組みを推進します。 

 

・介護者の負担軽減 

 認知症施策や事業の企画調整等を行う認知症地域支援推進員を中心に、認知

症の方や家族への相談支援を行います。また、認知症ケアパスを積極的に活用

し、医療、介護関係者等の間でサービスが切れ目なく提供される体制の構築を

行うことで、介護者の負担軽減を図ります。 

認知症初期集中支援チームを中心に早期に認知症の診断が行われ、速やかに

適切な医療介護が受けられる体制づくりを進めます。 

 現在、市内に 1 か所常設型の認知症カフェを配置し認知症の方や家族、介護

者同士が集える場として活用されています。今後、市内に認知症カフェの設置

を推進し、介護者同士の情報交換など、支え合いを支援し負担軽減に努めます。 

・家族等への支援 

 医療機関や認知症カフェなどと連携し、認知症の方の家族向け認知症介護教

室など、家族への支援の取り組みを進めていきます。 
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（３）初期段階の方の生きがいづくり 

 初期段階の認知症の方の生きがいづくりを支援するため、ニーズ把握に努

め、認知症施策の企画･立案や評価へ本人やその家族の参画を図るなど、本人

及び家族の視点を重視した取り組みを推進していきます。 

 

（４）徘徊高齢者ＳＯＳネットワークの構築 

認知症高齢者の増加に伴い、徘徊のおそれのある高齢者の増加も予想され

ます。「徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業」では、徘徊のおそれのある高齢

者の事前登録と、徘徊発生時に捜索に協力いただく事業所の登録を推進して

います。徘徊により行方不明となる高齢者を、事業所や地域の協力を得て、

早期に発見できる支援体制を構築し、徘徊があっても安心して暮らし続ける

ことができるやさしいまちを目指します。 

  

[黒部市徘徊高齢者 SOS ネットワーク イメージ図] 

1.捜索願         2.連絡 

 

                    

5.発見保護                      3.捜索協力連絡 

 

                4.協力者からの発見・保護              

       の連絡は警察へ                                      

 

 

 

（５）認知症高齢者の権利擁護 

認知症により判断能力が十分でない高齢者の権利擁護については、日常生

活自立支援事業の利用促進に努め、成年後見制度利用支援の充実を図ります。 

また、市民を含めた後見人も後見等の業務を担えるよう、市民後見人を確

保できる体制を整備･強化し、地域での市民後見人の活動を促進します。 

 

 

 

 

家族等 黒部警察署 福祉課 黒部消防署 

協力事業所 
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２ 高齢者虐待防止対策 

【現 状】 

 高齢者虐待は全国的な社会問題になってきており、「高齢者虐待防止法」（平

成 18 年 4 月施行）においては、市町村は高齢者虐待防止への連携強化、防止

ネットワークの構築を進めるよう示しています。 

 それを受けて、市では関係機関による「高齢者虐待防止ネットワーク運営委

員会」を設置し、地域における高齢者の安心した生活が確保できるよう努めて

います。 

高齢者虐待に関する相談や通報がケアマネージャーや介護サービス事業所

等より寄せられていますが、表面化するケースはごく一部であり、地域での高

齢者虐待に対する認識を深めることが必要となっています。 

 

[高齢者虐待に関する相談・通報件数] 

年 度 
身体的 

虐待 

心理的 

虐待 

性的 

虐待 

経済的 

虐待 

介護放棄 

・放任 

延件数 

（実件数） 

平成 26 年度 2 件 5 件 ０件 0 件 1 件 
8 件 

(7 件) 

平成 27 年度 4 件 4 件 ０件 5 件 2 件 
15 件 
(15 件) 

平成 28 年度 4 件 7 件 ０件 ０件 2 件 
13 件 
(10 件) 

 

 

【施 策】    

 高齢者虐待が起こる背景を理解し、虐待を防止するために以下の防止体制を

整備します。 

 

（１）高齢者虐待に関する広報・啓発 

講演会や研修会の開催、高齢者虐待パンフレットの作成による住民への周

知、民生委員からの情報収集による予防対策の推進に努めます。 

 

（２）高齢者虐待の把握、相談体制 

虐待については、地域包括支援センターを中心に関係機関からの情報収集

により、早期発見･早期対応の体制整備の充実を図ります。 

  また、困難事例に対しては、福祉に携わる弁護士と社会福祉士で構成され

る「高齢者虐待専門チーム」の協力を得て対応します。 
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（３）被虐待高齢者に対する事業  

被虐待高齢者の生命または身体に重大な危険が生ずるおそれがあると認め

られる場合は、市職員、地域包括支援センター職員等が立ち入り調査を実施

し、状況によっては、行政措置として一時的な保護のため、老人短期入所施

設等への入所措置の対応を図ります。 

 

（４）被虐待高齢者の権利擁護 

  判断能力が十分でない高齢者の権利擁護については、日常生活自立支援事

業の利用促進に努め、成年後見制度利用支援の充実を図ります。 

 

（５）高齢者虐待防止に向けた地域での取り組み 

高齢者虐待についての正しい知識の普及啓発に努め、地域包括支援センタ

ーを中心として医療機関、保健センター、厚生センター、警察等関係機関や

民生委員、地域団体等と連携を図り､地域社会全体での虐待防止のための地域

ネットワーク構築を推進します。 

  また、介護者の「介護疲れ」が虐待の原因になるとも考えられるため、家

族介護者の支援を進めることで、虐待の予防を図ります。 

 

（６）施設での高齢者虐待の防止 

虐待は、ほとんどが在宅で発見されていますが、全国的に施設において介

護従事者が虐待するケースも報告されていることから、施設においては、虐

待防止の研修及び万が一高齢者虐待が発見された場合のすみやかな通報が必

要です。常に施設との連携を図りながら介護従事者への適切な指導に努めま

す。 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 

  資料１  計画の根拠となる法令 

  資料２  計画策定の経過 

  資料３  黒部市高齢者福祉計画策定委員会委員名簿 

  資料４  黒部市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱 

  資料５  用語解説 

  資料６  介護サービス用語解説 

資料編 



86 

  資料１  計計画画のの根根拠拠ととななるる法法令令 

 

 

○ 老人福祉法（抜粋） 

第 3 章の 2 老人福祉計画 

（市町村老人福祉計画） 

第 20 条の８ 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業

（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市

町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。 

 

２ 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老

人福祉事業の量の目標を定めるものとする。 

 

３ 市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、同項の老人福祉事業 

の量の確保のための方策について定めるよう努めるものとする。 

 

４ 市町村は、第 2 項の目標（老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセン

ター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。）を定め

るに当たつては、介護保険法第 117 条第２項第１号に規定する介護給付等

対象サービスの種類ごとの量の見込み（同法に規定する訪問介護、通所介護、

短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介

護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生

活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び

介護福祉施設サービス並びに介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予

防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機

能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。）を

勘案しなければならない。 

 

5 厚生労働大臣は、市町村が第 2 項の目標（養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。）を定め

るに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。 
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6 市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるため

に日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の

実態その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるも

のとする。 

 

7 市町村老人福祉計画は、介護保険法第 117 条第 1 項に規定する市町村介

護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。 

 

8 市町村老人福祉計画は、社会福祉法第 107 条に規定する市町村地域福祉計

画その他の法律の規定による計画であって老人の福祉に関する事項を定める

ものと調和が保たれたものでなければならない。 

 

9 市町村は、市町村老人福祉計画（第 2 項に規定する事項に係る部分に限る。）

を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴か

なければならない。 

 

10 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを都道府県知事に提出しなければならない。 
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○ 介護保険法（抜粋） 

第 7 章 介護保険事業計画 

（市町村介護保険事業計画）  

第 117 条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行

う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介

護保険事業計画」という。）を定めるものとする。  

 

2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条

件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供

するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域

ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型

特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量

の見込み 

二 各年度における地域支援事業の量の見込み 

 

3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に

掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 

一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類

ごとの見込量の確保のための方策 

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込

量確保のための方策 

三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅

介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給

付等対象サービス（介護給付に係るものに限る。）の円滑な提供を図るため

の事業に関する事項 

四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事 

業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業

その他の介護給付等対象サービス（予防給付に係るものに限る。）の円滑な

提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項  

五 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関す 

る事項、医療との連携に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者

の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における

自立した日常生活の支援のため必要な事項  
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4 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、

要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘

案して作成されなければならない。  

 

5 市町村は、第 2 項第 1 号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおけ 

る被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握

した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を策定するよ

う努めるものとする。 

 

6 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第 20 条の 8 第 1 項 に規定する

市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。  

 

7 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第 107 条 に規定する市町村地域

福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、

福祉居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならな

い。  

 

8 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと

する。  

 

9 市町村は、市町村介護保険事業計画（第 2 項各号に掲げる事項に係る部分

に限る。）を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意

見を聴かなければならない。  

 

10 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを都道府県知事に提出しなければならない。  



90 

資料２ 計計画画策策定定のの経経過過 

 

 

年 月 策定委員会 その他 

Ｈ29 年 7 月 

  

策定委員会公募委員の募集 
 

Ｈ29 年 9 月 

 

第 1 回策定委員会（28 日） 

・黒部市高齢者福祉計画策定方針等の検討 

・策定スケジュールの提示 

 

 

Ｈ29年11月 

 

第 2 回策定委員会（30 日） 

・高齢者福祉計画素案の検討 

 

Ｈ30 年１月 

 

第 3 回策定委員会（18 日） 

・高齢者福祉計画素案の検討 

 

Ｈ30 年 2 月 

 

 

 

パブリックコメントの実施 
（2 月 8 日～3 月 9 日）  

 

Ｈ30 年 3 月 

 

 

 

｢黒部市高齢者福祉計画｣策定 

｢黒部市高齢者福祉計画｣公表 
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資料３  黒黒部部市市高高齢齢者者福福祉祉計計画画策策定定委委員員会会委委員員名名簿簿 

  

  役 職 名 氏  名 区  分 

委員長 黒部市社会福祉協議会会長 松 井 敏 明 学識経験者 

副委員長 特別養護老人ホーム越野荘施設長 大 島 茂 義 

福祉事業者 

委 員 
新川地域居宅介護支援事業者連絡協議会

黒部支部長 
砂 澤 義 親 

〃 黒部市民生委員児童委員協議会副会長 大 辻 菊 美 

各種団体 〃 黒部市地区ボランティア部会協議会長 村 井 圭 子 

〃 黒部市老人クラブ連合会長 稲 澤 孝 雄 

〃 下新川郡医師会黒部地区医師会長 藤 森 正 記 学識経験者 

〃 富山県新川厚生センター所長 大 江   浩 

行政機関 

〃 
新川地域介護保険・ケーブルテレビ 

事業組合総務課長 
能 登 昌 幸 

〃 公募委員 大 西 信 康 公 募 
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資料４  黒黒部部市市高高齢齢者者福福祉祉計計画画策策定定委委員員会会設設置置要要綱綱 

平成23年8月1日 

黒部市告示第74号 

（目的） 

第１条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の８の規定に基づく黒部

市高齢者福祉計画の策定に関し必要な事項を検討するため、黒部市高齢者福祉

計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議検討する。 

(1)黒部市高齢者福祉計画の策定に関すること。 

(2)前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1)福祉事業･団体の関係者 

(2)学識経験を有する者 

(3)関係行政機関の職員 

(4)前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱した日から計画策定に係る事項の協議が終了する

日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。 

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、

意見を聴くことができる。 

（報告） 

第７条 委員長は、第2条に掲げる所掌事務の協議検討結果を市長に報告するも

のとする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、市民生活部福祉課において行う。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この告示は、平成23年8月1日から施行する。
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資料５ 用用語語解解説説  

  
 あ行               

ICT（情報通信技術） 

 情報通信に関連する科学技術の総称。特に、

電気、電子、磁気、電磁波などの物理現象や法

則を応用した機械や器具を用いて情報を保存、

加工、伝送する技術のこと。 

 

安否確認センサー 

 緊急通報装置と同時に寝室や玄関、廊下など

に設置するセンサー。日常の生活パターンを機

械的に管理し、高齢者の行動等に異常があった

場合、自動的に緊急通報装置が働き安否を確認

する。 

 

NPO 

NPOはNonProfit Organizationの略で一

般的には「特定非営利活動法人」と訳される営

利追求を目的としない民間組織をいう。社会福

祉活動分野ではサービスの新たな供給主体とし

て期待されている。 

 

 か行               

介護医療院 

 平成 30 年度から新たに設けられた施設で、

日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ

や看取りターミナル等の機能と生活施設として

の機能を兼ね備えた介護保険施設。 

 

介護（保険）サービス 

介護予防サービス 

 介護保険の要介護等認定の結果、要介護また

は要支援と認定された場合に受けることができ

るサービス。入浴、排泄、食事等の日常生活に

おける基本的な動作の全部、または一部につい

て、何らかの介護を提供すること。 

 

介護予防 

 家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態に

なるおそれのある高齢者等に対し、通所等によ

る各種サービスを提供することによって、社会

的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状

態の予防を行なうこと。 

 

介護予防ケアマネジメント 

 要支援者等に対して、介護予防及び生活支援

を目的として、その心身の状況、置かれている

その他の状況に応じて、適切な事業が包括的か

つ効率的に提供されるよう、専門的な視点から

マネジメントを行う。 

 

介護療養型医療施設 

 療養病床等を有する病院又は診療所であっ

て、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、

施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、

看護、医学的管理の下における介護その他の世

話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを

目的とする施設。 

 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 65 歳以上の者であって、身体上又は精神上

著しい障害があるために常時の介護を必要とし、

かつ居宅においてこれを受けることが困難なも

のを入所させ、養護することを目的とする施設。 

 

介護老人保健施設 

 要介護者に対し、施設サービス計画に基づい

て、看護、医学的管理の下における介護及び機

能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世

話を行うことを目的とする施設。 
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買い物弱者 

 車の運転ができず、家族の支援も得られない

ことなどにより、食料品等の買い物が自由にで

きない高齢者。買い物弱者の問題は一般的に公

共交通の便が悪く、徒歩圏内に商店がない過疎

地域であることが多い。 

 

機能訓練 

医療的なリハビリテーションを終了した者を

対象に、日常動作など日々の周辺環境への適応

や、本人への動機づけ等を主な目的として行な

う訓練。 

 

虐待 

 保護下にある者に対し、長期にわたり暴力を

振るったり、日常的にいやがらせや無視をする

などの行為を行うこと。 

 

緊急通報装置 

 具合が悪くなった場合、装置のボタンを押す

ことにより、指定した緊急連絡先や、コールセ

ンター、消防署へ連絡が届き、高齢者の安全の

確保を図る装置。 

 

黒部市健康増進計画 

 市民の健康づくりの基本となる計画。「健康寿

命の延伸」を基本目標とし、生涯元気で生活で

きる人の増加、早世の予防、寝たきり･認知症の

予防、生活の質の向上を目指し、健康づくりの

ための市が取り組むこと及び地域と市民の行動

指針を示している。 

 

黒部市地域防災計画 

黒部市民の生命、身体及び財産を災害から守

るため、災害対策基本法に基づき、市、防災関

係機関、自治振興会、市民等の処理すべき防災

対策の基本を総合的に定めたもの。 

 

ケアネット活動 

地域において様々な福祉課題を抱える要援護

者や家族に対し、地域住民自らがチームを組み、

効果的な保健･医療･福祉の一体的な個別支援サ

ービス(継続的な見守りや個別援助活動)を行う

事業。 

 

ケアマネジメント 

 適切に介護サービスを利用できるようにする

ためケアマネジャーが、利用者のケアプランを

作成し、そのプランに基づいて適切なサービス

が提供されるよう、事業者や関係機関との連絡･

調整を行うこと。 

 

ケアマネジャー（介護支援専門員） 

 介護保険制度で、要介護認定の訪問調査を行

ったり、本人の希望や必要性に応じて利用限度

額･回数の中でどのようなサービスを組み合わ

せて受けるかという計画づくりなどを行う専門

職。 

 

健康寿命 

 健康上の問題で日常生活が制限されることな

く生活できる期間。 

 

権利擁護 

 判断能力が不十分な人に対して「その人らし

く地域で暮らすための権利」（自己決定権や生存

権、地域で生活し続ける権利など）を守ること。 

 

交通安全アドバイザー 

 知事の依頼に基づき高齢者の交通事故防止活

動を行っている。 
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高年齢者雇用確保措置  

 65 歳までまたは年金受給開始年齢まで、希

望する労働者に対し、安定した雇用を確保する

ため、「定年の引き上げ」｢継続雇用制度の導入」

｢定年の廃止」のうちいずれかの措置を講ずるこ

と。 

 

高齢化率 

 総人口に占める高齢者（65 歳以上）人口の

割合。 

 

高齢者虐待防止法 

 65 歳以上の高齢者に対する、暴行、食事を

与えないなどの長時間の放置、暴言など心理的

外傷を与える行為、財産を家族らが勝手に処分

するなどの虐待行為について、発見した家族や

施設職員らに市町村への通報義務、及び市町村

権限による自宅、入所施設への立ち入り調査、

地元警察署長への援助要請、市町村長や施設長

が、虐待をした家族などの養護者と、虐待を受

けたお年寄りの面会の制限ができる事などを規

定した法律。 

 

高齢者向け割安全線定期券 

 高齢者の公共交通利用促進を図るため、地方

鉄道線･バス全線が乗り放題の定期券。市では

70 歳以上の高齢者に対し、この定期券購入経

費の一部(一人当たり年間限度額1万円)を助成

している。 

 

国勢調査 

 統計法に基づき、総務大臣が国勢統計を作成

するために、日本に居住している全ての人及び

世帯を対象として実施される国の最も重要かつ

基本的な統計調査である。国内の人口、世帯、

産業構造等などについて調査が行われる。基本

的には 5 年ごとに、かつ西暦が 5 の倍数の年

に実施される 

 

子育てシニアサポーター 

 保育所や児童館など地域の身近な施設におい

て様々なボランティア活動に参加してもらう、

あらかじめ登録された子育て支援活動に意欲の

ある高齢者や団塊の世代のこと。 

 

コミュニティタクシー 

公共交通空白地帯を解消する施策の一つとし

て運行している乗り合いタクシー。市内では愛

本･下立･浦山･若栗地区を通り、地域住民の生活

の足として利用されている。 

 

 さ行               

市民後見人 

認知症や知的障害などで判断能力が不十分に

なった人に親族がいない場合に、同じ地域に住

む市民が、家庭裁判所から選任され、本人に代

わって財産の管理や介護契約などの法律行為を

行う。 

 

社会福祉協議会 

 社会福祉法に基づき全国･都道府県･市区町村

に設置されている社会福祉法人であり、地域で

福祉活動を行う地域住民やボランティア･福祉･

保健等の関係者、行政機関等の団体と連携を図

りながら、地域福祉を推進する中心的役割を担

う民間機関。 

 

社会福祉士 

 身体･精神上の障害があり、日常生活を営むの

に支障がある人たちの福祉に関する相談に応じ、

助言･指導その他の援助を行う。 
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シルバー人材センター 

 高齢者雇用安定法に定められた、高齢者の自

主的な団体で、臨時的･短期的またはまたは軽易

な業務を請負、委任の形で行う公益法人。 

 

成年後見制度 

 認知症高齢者等判断能力が不十分な人を支援

し、その人の権利を守るため、財産管理や身上

監護（医療契約、住居に関する契約、介護契約）

を代理権等が付与された成年後見人等が行う制

度。家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法

定後見」と、判断能力が不十分な状態な状態に

なった時に備えてあらかじめ本人が任意後見人

を選ぶ「任意後見」がある。 

 

 た行               

単位老人クラブ 

 町内単位など一定数で組織する老人クラブの

こと。 

 

団塊の世代 

 おおむね昭和22（1947）年～24（1949）

年に生まれたベビーブーム世代を指す。堺屋太

一氏が小説のタイトルに付け普及した言葉。 

 

地域ケア会議 

 地域包括ケアシステム構築のため、地域の実

情にそって、地域資源をどのように構築してい

くべきか、課題を的確に把握し、解決していく

手段を導き出すための会議。多職種で話し合う

場を設け、問題解決にあたるもの。 

 

地域支援事業 

 被保険者が要介護状態等となることを予防す

るとともに、要介護状態等となった場合におい

ても、可能な限り、地域において自立した日常

生活を営むことが出来るよう支援するために市

町村が行う介護保険制度上の事業のこと。平成

27 年度からは、「介護予防･日常生活支援総合

事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」の３種

類で構成される。 

 

地域包括ケアシステム 

 高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続け

られるように、「医療･介護･介護予防･生活支援･

住まい」の五つのサービスを、一体的に受けら

れる支援体制のこと。 

 

地域包括支援センター 

 高齢者が要介護状態となることを予防すると

ともに要介護高齢者の自立した日常生活を送れ

るよう、地域において、①介護予防ケアマネジ

メント事業、②包括的･継続的ケアマネジメント

支援事業、③総合相談支援事業、④高齢者の虐

待の防止･早期発見及び権利擁護事業の 4 つの

支援事業を主に行っている。 

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが

配置されている。 

 

地域密着型サービス 

 認知症の人や要介護度が比較的重い人でも、

住み慣れた自宅や地域でできる限り生活を続け

られるように、原則、指定をした市町村の被保

険者のみが利用できるサービス。市町村が事業

者の指定や監督を行う。 

 

地区社会福祉協議会 

 住民自身が自分たちの生活する地区の福祉

課題やニーズを主体的にとらえ、問題解決にむ

けて一人ひとりが安心して暮らすことができる

住みよい福祉のまちづくりに自発的に取り組む

ための機関。１６地区の小学校区単位にある社
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会福祉協議会支部。 

 

デマンドタクシー 

事前登録した利用者の自宅等にタクシーが迎

えに行き、利用者が行きたい場所に送り届けて

くれるシステム。公共交通空白地帯を解消する

施策の一つとして市内では田家･前沢地区にお

いて実施している。 

 

特殊詐欺 

被害者に電話をかけるなどして対面すること

なく欺もうし、指定した預貯金口座への振込み

その他の方法により、不特定多数の者から現金

等をだまし取る犯罪。 

 

 な行               

日常生活自立支援事業 

 認知症高齢者等で日常生活において判断能力

が不十分な人が地域において自立した生活を送

れるよう福祉サービスの利用に関する情報提供、

助言、手続きの援助など福祉サービスの適切な

利用のための一連の援助を行う事業。 

 

認知症 

 一度獲得された知能が、さまざまな原因によ

って、脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪

くなることで、記憶をはじめとした知的な働き

（認知機能）が低下していく脳の病気である。

それに伴って、さまざまな障害が起こり、生活

上支障が出ている状態をいう。代表的な原因疾

患は、アルツハイマー病によるアルツハイマー

型認知症、脳梗塞･脳出血･脳動脈硬化など脳血

管疾患による脳血管性認知症がある。 

 

認知症ケアパス 

 認知症の進行状況に合わせて提供される医療

や介護のサービスの標準的な流れを示したもの。 

 

認知症サポーター 

 「認知症サポーター養成講座」を受講し、認

知症に関する正しい知識と理解を有し、地域で

認知症高齢者を見守る応援者。 

 

認知症初期集中支援チーム 

 複数の専門職が、認知症を疑われる人、認知

症の人とその家族を訪問し、アセスメントや家

族支援などの初期の支援を包括的･集中的に行

い、自立生活のサポートを行うチーム。 

 

認知症地域支援推進員 

 認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境

で暮らし続けることができるよう、認知症施策

や事業の企画調整等を行う人。 

 

 は行               

徘徊 

 認知症の周辺症状の1つで、ウロウロと目的

もなく歩き回ること。 

 

避難行動要支援者 

 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を

要する人を「要配慮者」といい、そのうち、災

害が発生し、又は災害が発生するおそれがある

場合に自ら避難することが困難な者で、その円

滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援

を要する人。 

 

避難支援プラン（個別計画） 

 人的支援を要する避難行動要支援者一人ひと

りについて、その生活状況や避難支援者、避難

場所を作成（登録）したもの。 
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ふれあい福祉券 

 70 歳以上の高齢者が黒部市内の入浴施設や

文化施設、公共交通機関等で利用できる券。 

 

平均寿命 

 ０歳の者があと平均何年生きられるかを示し

た数。 

 

ボランティアコーディネーター 

 ボランティア活動を行いたい人とボランティ

アの応援を受けたい人･組織などを対等につな

ぐ専門職。 

 

ボランティアセンター 

 ボランティアがともに集い、学び合いの場と

して、連帯の輪を広げるための拠点。また、ボ

ランティア活動をしやすいように環境を整備し、

活動を推進していくため、様々な援助を行って

いる。 

 

 ま行               

みまもり員 

 地域で、高齢者世帯や障がい者世帯等及び、

何らかの支援を必要とする世帯を、日々見守る

対象世帯の近隣者で、社会福祉協議会に登録さ

れている人をいう。対象世帯に対し、原則2人

を登録している。 

 

見守りネットワーク 

 市内の一人暮らし高齢者等において早期に異

常を発見するため、地元店舗や企業、郵便・新

聞配達員、自治振興会や老人クラブ、民生委員

等、地域を中心とした見守り体制。 

 

民生委員 

 民生法に基づき市町村に置かれる民間奉仕者

(正確には民生委員児童委員)。委員は市町村に

設置された民生委員推薦会により選考され、都

道府県知事の推薦を受け厚生労働大臣が委嘱す

る。給与は支給されず、任期は３年間。常に地

域住民の立場に立ち、関係機関と連携し、ボラ

ンティアとして自発的･主体的に相談や情報提

供、連絡通報、調整を行う。 

 

 や行               

ユニバーサルデザイン 

 性別、年齢、障害のある、なし、などの区別

なく、全ての人が利用しやすいように配慮され

た製品、建築物、生活空間などのデザインをい

う。社会生活上の障壁を除去するバリアフリー

に対し、誰もが利用しやすいデザインをはじめ

から取り入れていくことがユニバーサルデザイ

ンの考え方である。 

 

要支援･要介護状態 

 要支援状態とは、身体上もしくは精神上の障

害があるために入浴、排泄、食事等の日常生活

における基本的な動作の全部もしくは一部につ

いて、一定の期間にわたり継続して常時介護を

要する状態の軽減もしくは悪化防止に特に資す

る支援を要すると見込まれる状態、または身体

上もしくは精神上の障害があるために一定の期

間にわたり継続して日常生活を営むのに支障が

あると見込まれる状態であって、支援の必要の

程度に応じて要支援1～2の区分があり、その

区分に該当する者をいう。 

要介護状態とは、身体上または精神上の障害

があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活

における基本的な動作の全部、または一部につ

いて、一定の期間にわたり継続して常時介護を

要すると見込まれる状態であって、その介護の

必要の程度に応じて要介護1～5の区分があり、
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その区分に該当する者をいう。 

 ら行               

リハビリ（リハビリテーション） 

 病気や怪我などによって障害を負った人が、

自立した元通りの生活もしくは元通りの状態に

近い生活を送るための訓練･治療を行うもので

す。さらに、生活だけではなく仕事や旅行、買

い物等の余暇など、社会の場へ再び参加するこ

とを目指して行うもの。 

 

老人クラブ 

 概ね６０歳以上の高齢者で組織する自主的団

体で、自らの知識や経験を生かし、生きがいと

健康づくり等のための多様な社会活動を通して、

老後の生活を豊かなものにすることを目的とし

ている。 
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資料６ 介介護護ササーービビスス用用語語解解説説 

○ 介護給付サービス 

サービス名 内   容 

訪問介護 
ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排せつなどの身体
介護や、炊事、掃除、洗濯などの生活援助を行なう。 

訪問入浴介護 
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の
介助を行なう。 

訪問看護 
訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、
主治医と連絡を取りながら、療養上の世話または必要な診療の補助を
行う。 

訪問リハビリテーション 
理学療法士や作業療法士、看護師などが家庭を訪問して、日常生活の
自立を助けるためのリハビリテーションを行なう。 

居宅療養管理指導 
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅等を訪問して、医学的な管理や指
導を行なう。 

通所介護（デイサービス） 
デイサービスセンターなどに日帰りで通い、食事、入浴の提供、日常
動作訓練、レクリエーション面での支援などが受けられる。 

通所リハビリテーション 
（デイケア） 

医療施設や介護老人保健施設などに日帰りで通い、理学療法士や作業
療法士などによるリハビリテーションが提供される。 

短期入所生活介護（特養） 
短期間施設に宿泊しながら、日常生活上の介護や機能訓練などを提供
する。 

短期入所療養介護 
（老健・療養型） 

短期間施設に宿泊しながら、医療上のケアを含む日常生活上の介護や
機能訓練などを提供する。 

福祉用具貸与 車いすや特殊ベッドなどの用具の貸与を行う。 

特定福祉用具購入費 排せつや、入浴などに用いる用具の購入費を支給する。 

住宅改修費 
住宅の手すりの取付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給
する。 

特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどで必要な介護サービスを受ける。 

居宅介護支援 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が、利用者の心身の状況に応じて、
いつ、どんなサービスを、どの事業者から利用するかといった介護サ
ービス計画（ケアプラン）を作成するもので、要介護認定者に対して
提供するサービス。 

定期巡回･随時対応型訪問
介護看護 

定期的な巡回や連絡により、居宅を訪問して入浴、排せつ、食事など
の介護や、機能訓練を行う。 

夜間対応型訪問介護 
夜間の巡回や連絡により、居宅を訪問して入浴、排せつ、食事などの
介護や、機能訓練を行う。 

認知症対応型通所介護 
（デイサービス） 

認知症にある人が、デイサービスセンター等を利用して、入浴、排せ
つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けること
のできるサービス。 

小規模多機能型居宅介護 
サービス拠点への「通い」を中心に、随時「訪問」や「泊まり」を組
み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世
話や機能訓練を受けることのできるサービス。 

認知症対応型共同生活介護 
（グループホーム） 

認知症にある人が共同で生活できる場で、食事・入浴などの介護や機
能訓練が受けられるサービス。 

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設に入所している利用者を対象として、そ
の施設が提供するサービスの内容やこれを担当する職員などを定めた
計画に基づいておこなわれる入浴、排泄、食事などの介護、そのほか
の日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練、療養上
のサービス 

看護小規模多機能型居宅介
護 

利用者の状況に応じて小規模な住宅型の施設への「通い」、自宅に来て
もらう「訪問」（介護と看護）、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受
けられるサービス 

地域密着型通所介護 通所介護の内、小規模型通所介護でのサービス。 

介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム） 

食事や排せつなどで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な場合に
入所できる施設。食事、入浴、排せつなど、日常生活の介助、機能訓
練、健康管理などのサービスが利用できる。 
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介護老人保健施設 
（老人保健施設） 

症状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点をおいたケアが必要
な高齢者などが入所する。医学的管理下での介護、機能訓練、日常生
活の介助などが受けられる。 
介護老人保健施設は、介護保険制度の下で、医学的管理・機能訓練等
の実施により在宅復帰支援施設として位置付けられており、その役割
が一層期待されている。 

介護医療院 

2018 年度（平成 30 年度）から新たに設けられた施設で、日常的な
医学管理が必要な重介護者の受け入れや看取りターミナル等の機能と
生活施設としての機能を兼ね備えた介護保険施設。 
介護療養病床（介護療養型医療施設）と医療療養病床からの移行が見
込まれる。 

介護療養型医療施設 
（療養型病床） 

急性期の治療が終わり、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者
などが入院できる。医療、療養上の管理、看護などが受けられる。 
2023 年度（平成 35 年度）までに、介護医療院へ順次移行すること
が見込まれる。 

 

 

○ 介護予防給付サービス 

サービス名 内    容 

介護予防訪問看護 
看護師などが一定の期間、居宅を訪問しておこなう、療養上のサービス
または必要な診療の補助。 

介護予防訪問リハビリテー
ション 

一定の期間、利用者の居宅で提供されるリハビリテーション。 

介護予防居宅療養管理指導 
医師、歯科医師、薬剤師によって提供される、療養上の管理及び指導な
ど。 

介護予防通所リハビリテー
ション（デイケア） 

医療施設や介護老人保健施設などに日帰りで通い、理学療法士や作業療
法士などによるリハビリテーションが提供される。 

介護予防短期入所生活介護 
（特養） 

介護老人福祉施設等に短期間宿泊しながら、機能訓練や日常生活訓練な
どを受けることができる。 

介護予防短期入所療養介護 
（老健・療養型） 

保健・医療施設に短期間宿泊しながら、医療的なケアや健康管理指導、
機能訓練などを受けることができる。 

介護予防福祉用具貸与 
日常生活の自立の維持・向上に有効なスロープ、歩行補助具、認知症高
齢者徘徊感知器等の機器・設備の貸与を行う。 

介護予防特定福祉用具購入 
日常生活の自立の維持・向上に有効な機器・設備の購入費を支援する。
腰掛け便座、入浴補助用具、簡易浴槽などが該当する。 

介護予防住宅改修 日常生活の自立の維持・向上に有効な小規模な住宅改修の費用を支給。 

介護予防特定施設入居者生
活介護 

特定施設に入居している人が、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の
日常生活上の世話や機能訓練を受けることのできるサービス。 

介護予防認知症対応型通所
介護（デイサービス） 

認知症にある人が、老人デイサービスセンターなどを利用して、入浴、
排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を受ける
ことのできるサービス。 

介護予防小規模多機能型居
宅介護 

サービス拠点への「通い」を中心に、随時「訪問」や「泊まり」を組み
合わせて、食事や入浴などの日常生活の維持・向上を図るための支援や
機能訓練を受けることのできるサービス。 

介護予防認知症対応型共同
生活介護（グループホーム） 

認知症にある人が共同で生活できる場で、食事・入浴などの介護や機能
訓練が受けられるサービス。 

介護予防支援 
地域包括支援センター等が策定する介護予防サービス計画に基づき、委
託した介護支援専門員（ケアマネジャー）が、利用者の心身状況や生活
目標など個別に対応した介護予防プランを作成する。 

 


