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第１章 計画策定にあたって  

１ 計画策定の趣旨  

日本の高齢化は進んでおり、令和２(2020)年４月１日現在、65 歳以上の総人口に占め

る割合である高齢化率は 28.6％(総務省統計局)となっています。また、高齢化率の上昇

に伴い、要介護認定者の増加による医療や介護の社会保障費の増大、認知症高齢者の増

加、家族介護者の負担の増加と介護離職の増加、介護人材不足等高齢者を取り巻く状況

は課題が山積していると言えます。 

こうした中、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７(2025)年を見据え、高齢者が可能な

限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる

よう、「医療・介護・介護予防・住まい・生活支援」が包括的に提供される地域包括ケア

システムの構築が進められてきており、今後も地域の実情に合わせた地域包括ケアシス

テムを強化していくことが求められています。 

平成 12 年に創設された介護保険制度は、様々な高齢者が抱く「できる限り住み慣れた

地域で、最後まで尊厳をもって自分らしい生活を送りたい」という願いを社会全体で支

える仕組みとして一定の成果をあげてきました。昨今では必要な介護サービス基盤等の

整備はもちろんのこと、保健・医療・介護・福祉施策の多面的・総合的な展開をするため

の「地域包括ケアシステム」を構築し、さらにこれを深化させることが課題となってお

り、このためにはこれまでとは違う切り口として、高齢者同士が支え合う「地域共生社

会」の実現をめざすことも非常に重要となってきています。  

本市においては、平成 30 年３月に高齢化や認知症高齢者の増加に対応し、地域と行政

の協働をめざした「飛騨市第７期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」(以下「前期

計画」)を策定し、地域包括ケアシステムの拠点として地域や関係機関が一丸となって前

期計画の各施策に取り組んできました。  

前期計画を基本として一層の施策の深化・充実を図るとともに、令和７(2025)年を見

据えた高齢者福祉・介護施策の方向性を明らかにし、介護予防や生活支援の取り組みの

地域への浸透を図るための指針として、新たに「飛騨市第８期介護保険事業計画・地域包

括ケア計画」(以下「本計画」)を策定します。  
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２ 計画の位置づけ  

本計画は、介護保険法第 117 条に基づく介護保険事業計画並びに老人福祉法第 20 条の

８に基づく老人福祉計画を一体的に策定するもので、高齢者に関する各種の保健福祉事

業や介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画として、取り組む課題を明らかに

し、目標等を定めたものです。本計画は、平成 30 年３月に策定した前期計画(計画期間：

平成 30 年度～令和２年度)を見直し、新たに策定したものです。  

  

【各法律の基本理念等】  

  

老人福祉法  

(目的)第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身

の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とす

る。(基本的理念)第二条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な

知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障さ

れるものとする。  

第二十条の八 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。  

  

介護保険法  

(目的)第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態とな

り、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者

等について、これらの者が尊厳を保持し、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に係る給付を行うため、国民の共同連帯の理

念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保

健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。  

(介護保険)第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行う

ものとする。  

(市町村介護保険事業計画)第百十七条 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。  
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 ３ 他計画との関係  

本市では、国の施策の方向性を踏まえ、平成 30 年３月に前期計画を策定し、高齢者に

対する保健福祉施策を推進してきました。  

本計画は、「健康増進計画(健康飛騨市 21)」「飛騨市地域福祉計画」「飛騨市障がい福祉

計画」「飛騨市子ども・子育て支援事業計画」等との整合や連携を図って策定し推進しま

す。あわせて、「認知症施策推進大綱」を踏まえるともに、「飛騨市新型コロナウイルス感

染症対策行動計画」、「飛騨市地域防災計画」との整合も図り策定します。 

  

 

４ 計画の期間  

この計画は、令和３年度を始期とし令和５年度を目標年度とする３か年計画です。な

お、介護保険料の改定、高齢者の生活実態・意向や社会情勢の変化に対応するため、この

計画は３か年ごとに見直し改定します。 
 

平成 30 
(2018) 

年度 

令和元 
(2019) 

年度 

令和２ 
(2020) 

年度 

令和３ 
(2021) 

年度 

令和４ 
(2022) 

年度 

令和５ 
(2023) 

年度 
      

  

岐阜県高齢者安心計画   

県  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・・・など   

健康増進計画   

地域福祉計画   

障がい福祉計画   

第８期介護保険事業計画   
・地域包括ケア計画   

飛騨市総合政策指針   介護保険事業計画 
  

基本指針   

国   

子ども・子育て支援事業計画   

第７期計画 
第８期計画 
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５ 計画の策定体制  

（１）飛騨市介護保険運営協議会・飛騨市老人福祉計画策定委員会の開催  

学識経験を有する者、保健医療関係者、福祉関係者、その他識見を有する者などで構成

する飛騨市介護保険運営協議会・飛騨市老人福祉計画策定委員会を設置し、計画内容に

ついて協議、高齢者等の施策に関して必要な事項の審議および調整を行いました。  

  

（２）高齢者の生活と意識に関する調査の実施  

令和２年２月に実施し、計画の対象となる高齢者から日常の生活実態や現行施策の評

価、介護保険サービスの利用状況、今後の施策ニーズ、高齢者の福祉に対する意識を把握

し、計画策定にあたっての基礎資料としました。  

  

（３）地域包括ケア「見える化」システムの活用  

国が開発した『地域包括ケア「見える化」システム』を活用して、基礎データや介護給

付費および予防給付費の見込み等の精度を上げることに努めました。  

  

（４）パブリックコメントの実施  

計画策定にあたって、広く市民の意見を求めるために「パブリックコメント」を実施

し、市民から意見を公募しました。 
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第２章 高齢者を取り巻く現状と将来の姿  

１ 高齢者の現状 

（１）人口構造 

人口の推移をみると総人口は平成 17 年(2005 年)以降減少傾向にあり、この 10 年間で

4,206 人減少し、平成 27 年の国勢調査における総人口は 24,696 人となっています。 

年齢３区分でみると年少人口(０～14 歳)・生産年齢人口(15～64 歳)は減少傾向にあるの

に対し、老年人口(65 歳以上)は増加傾向にあり、平成 27 年では高齢化率が 37.4％と約３

人に１人は 65 歳以上の高齢者となっています。 

また、人口の推移をみるといずれの年齢３区分も減少することが見込まれ、総人口も大

きく減少していくと予測されています。 
 

人口の推移と推計 

 平成 17 年 
(2005 年) 

平成 22 年 
(2010 年) 

平成 27 年 
(2015 年) 

令和２年 
(2020 年) 

令和７年 
(2025 年) 

令和 22 年 
(2040 年) 

年少⼈⼝ 
(０〜14 歳) 3,859 3,343 2,866 2,431 2,124 1,425 

⽣産年齢⼈⼝ 
(15〜64 歳) 16,386 14,471 12,589 11,157 9,933 6,473 
⽼年⼈⼝ 

(65 歳以上) 8,657 8,913 9,237 9,151 8,697 7,307 

総⼈⼝ 28,902 26,732 24,696 22,739 20,754 15,225 

⾼齢化率 30.0% 33.3% 37.4% 40.2% 41.9% 48.0% 
資料：平成 17 年～平成 27 年まで：総務省(国勢調査) 

令和２年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30(2018)年推計) 

 

国勢調査を基に国立社会保障・人口問題研究所が推計した 2019 年の高齢化率を他の地域

と比較すると、本市の高齢化率(39.6％)は下呂市よりは低いものの、全国・岐阜県・その

他の市に比べて高くなっています。 

高齢化率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

資料：(時点)令和元年(2019 年) 

 (出典)総務省「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

28.4 30.0

39.6
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（２）人口ピラミッド 

平成 17 年から令和７年までの本市の人口ピラミッドをみると、平成 17 年から平成 27 年

では、総人口が約 4,000 人減少したことにより、全体的にピラミッドの形が小さくなった

ことがわかります。また、平成 27 年から令和７年の推計人口を比べてみると、さらに人口

は約 4,000 人減少することが予測されるとともに、少子高齢化の進展により、ピラミッド

の形も上のほうが太く、下が細いつぼ型に近づくものと予測されます。 

 

人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成７年～平成 27 年は総務省「国勢調査」、令和８年は国立社会保障・人口問題研究所の推計 
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２ 高齢者世帯の状況 

（１）高齢者世帯数の推移 

総世帯数に対する高齢者世帯数の割合は、年々増加傾向にあります。総世帯数が減少傾

向にありますが、高齢者ひとり暮らし世帯と高齢者夫婦のみの世帯数は増加傾向で推移し

ています。 

飛騨市の高齢者世帯の推移 

世帯類型 平成 17 年 
(2005 年) 

平成 22 年 
(2010 年) 

平成 27 年 
(2015 年) 

総世帯数 9,046 8,754 8,489 

⾼齢者ひとり暮らし世帯 757 878 1,046 

⾼齢者夫婦のみ世帯 997 1,077 1,391 
資料：総務省(国勢調査) 

 

３ 要介護(要支援)認定者の現状 

 （１）認定者数の推移 

要介護(要支援)認定者数は平成 29 年以降増加しており、令和元年(2019 年)３月末時点

で 1,690 人と平成 27 年(2015 年)に比べて５年間で 65 人増加しています。 

また、要支援・要介護認定者数の推計をみると、令和 12 年(2030 年)に最も多い 1,881 人

となり、その後令和 22 年(2040 年)まで 1,800 人台を推移します。 

要介護度別認定者数の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年から令和元年までは「介護保険事業状況報告(年報)各年３月末」 

令和２年以降の推計値は「見える化」システムより 
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（２）要支援・要介護認定率の推移 
第１号被保険者数に対する認定者数(第２号被保険者の認定者数も含む)の割合をみると、

令和元年(2019 年)３月末現在、本市は 18.3％と全国平均より 0.2 ポイント低いものの、岐

阜県より 1.4 ポイント高くなっています。これまでの推移は平成 29 年(2017 年)以降増加

傾向にあります。 

また、将来的には認定率は増加することが見込まれています。 

 

認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告(３月末)、令和２年以降の推計値は「見える化」システムより 

（３）重度化の状況 

認定者数の推移を軽度(要支援１～要介護２)・重度(要介護３～要介護５)の別でみると、

令和元年(2019 年)で認定者に占める重度認定者の割合は 34.2％となっています。平成 29

年(2017 年)以降は、重度認定者の割合が減少し、軽度認定者の割合が増加しています。重

度化が抑制されてきている様相となっています。 

また、重度化率は令和元年(2019 年)以降微増していきますが、ほぼ横ばいの状態で推移

する見込みとなっています。 

 

重度・軽度別認定者数及び重度化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告(３月末)、令和２年以降の推計値は「見える化」システムより 
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調整済み軽度認定率と調整済み重度認定率の分布を他の地域と比較すると、市の軽度認

定率及び重度認定率はともに郡上市、下呂市より高く、全国・岐阜県、岐阜市、高山市よ

り低くなっています。このことから飛騨市における介護予防の効果や重度化の抑制などの

取り組みが一定程度の成果を上げていると思われます。 

 

軽度認定率と重度認定率の分布＜国・県・近隣市との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：(時点)平成 30 年(2018 年) 

  (出典)厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」 
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４ 介護保険事業の状況 

（１）サービス類型別の受給状況 

令和元年(2019 年)９月の受給者数をサービス類型別でみると、平成 27 年(2015 年)に比

べて在宅サービス受給者は６人減少、居住系サービス※1受給者は 26 人増加、施設サービス

給者※2は 13 人増加しています。一方、受給率(認定者に占める受給者の割合)の推移をみる

と、在宅や施設サービスは減少している一方で、居住系サービスは増加しています。 

 

サービス類型別の受給状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報(各年９月末時点・９月利用分) 

 

※1 居住系サービス：特定施設入居者生活介護、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 

※2 施設サービス：介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設、介護医療院 

 

  

平成27年
(2015年）

平成28年
(2016年）

平成29年
(2017年）

平成30年
(2018年）

令和元年
(2019年）

1,599 1,608 1,610 1,666 1,723
在宅 （⼈） 903 818 810 854 897
居住系 （⼈） 68 83 90 90 94
施設 （⼈） 426 431 437 433 439
在宅 （％） 56.5 50.9 50.3 51.3 52.1
居住系 （％） 4.3 5.2 5.6 5.4 5.5
施設 （％） 26.6 26.8 27.1 26.0 25.5

認定者数

受給者数

受給率
（認定者）
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（２）サービス類型別の受給率のバランス 

令和元年(2019 年)10 月の在宅サービスの受給率と施設・居住系サービスの受給率のバラ

ンスを全国・岐阜県と比較すると、本市の在宅サービス受給率は全国より低く、岐阜県と

同程度となっています。施設・居住系サービス受給率は全国・岐阜県より高くなっていま

す。近隣市との比較では、在宅サービス受給率は郡上市より高く、施設・居住系サービス

受給率は近隣市の中で最も高くなっています。特に施設系サービスの受給率は県内３位と

施設利用の割合が非常に高く、人口に対し施設の整備が進んでいる地域であることがわか

ります。 

 

サービス類型別の受給率のバランス＜国・県・近隣市町との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報(2019 年 10 月) 
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５ 給付費の状況 

（１）給付費の推移  

令和元年(2019 年)度の給付費の総額は 2,755,326 千円で、平成 30 年(2018 年)度

(2,732,078 千円)と比べて 23,247 千円(0.85％)増加となっており、規模的にはほぼ横ばい

といってよい状況です。 

サービス類型別でみると、在宅サービス給付費、施設サービス給付費は微増しており、

居住系サービス給付費は微減で推移しています。 

後にも示しますが、施設サービスについては、介護人材不足により第 5 期の特養 20 床増

床を最後に整備が進められない状況でもあり、このことにより施設サービス給付に大きな

変化がなく横ばいとなっています。 

その他のサービスにおいても同様の状況となっていますが、サービス付き高齢者向け住

宅が民間整備で増加し、こうした住宅に在宅サービスを組み合わせたスタイルで重度者が

過ごせるようになってきており、在宅サービスの給付が微増加傾向にあると捉えています。 

 

給付費の推移          (千円) 

  

  
平成 30 年度 
(2018 年度) 

令和元年度 
(2019 年度) 

給付費(総額) 2,732,078  2,755,326  

  在宅サービス 1,120,512  1,130,204  

  居住系サービス 264,417  257,849  

  施設サービス 1,347,149  1,367,272  

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」 

 

（２）一人あたり給付月額の状況 

平成 29 年(2017 年)から令和元年(2019 年)の９月時点における市の給付費(在宅サービ

ス費＋居住系サービス費＋施設サービス費)を、高齢者１人あたりの平均値にして全国・岐

阜県と比較すると、第１号被保険者１人あたりの給付月額は、全国や岐阜県より高くなっ

ています。 

要介護度により軽度認定者、重度認定者の２区分別でみても、１人あたりの給付月額は

令和元年(2019 年)では２区分とも全国・岐阜県より高くなっています。 

また、令和元年(2019 年)の第１号被保険者１人あたり給付月額を全国・岐阜県、近隣市

と比較すると、全国や岐阜県より高く、近隣市と比較しても最も高くなっています。 

給付月額の高い傾向については、給付単価の高くなる施設サービスの給付が多いことが

要因であると捉えています。 

施設サービスについては、市の面積が広大で集落が点在し、冬場の雪深い状況下での送

迎などが困難なことや、在宅介護サービスで重度者を支える限界点も都市部より低いこと

に加え、軽度者でも通年安定的に在宅サービスを受けられない事情もあり、冬場だけの老
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人保健施設入所やショートステイサービスの長期利用といったサービス利用形態も散見さ

れています。このことが施設サービスの受給率を上げ、一人あたりの給付月額が他と比較

し大きくなる要因であると捉えています。 

 

給付費水準の推移(国・県との比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「介護保険事業状況報告」月報(各年９月利用分) 

  

第１号被保険者１人あたり給付月額(要介護度別)＜国・県・近隣市との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

資料：(時点)令和元年(2019 年)９月 

   (出典)厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 

 

  

193 
142 246 141 193 116 

405 

370 394 240 364 286 

3,229 2,728 
4,746 

3,824 3,492 3,651 

4,052 4,062 

3,846 
3,805 3,531 3,624 

4,694 
4,…

4,718 
5,047 4,979 3,949 

5,069 5,061 

5,134 
5,402 

4,664 
4,943 

4,133 4,125 

5,754 
5,026 

3,341 3,631 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

全国 岐阜県 飛騨市 高山市 郡上市 下呂市

（円）

要支援１ 要支援２ 経過的要介護 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

2018年 2019年

飛騨市 24.0 24.8

岐阜県 20.9 21.4

全国 21.3 21.8
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１人あたり給付月額

軽度認定者（要介護２以下）
１人あたり給付月額

重度認定者（要介護３以上）
１人あたり給付月額
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（３）サービス別の給付費実績 

第７期介護保険事業計画に記載した給付費の計画値と実績値を、平成30年度(2018年度)

分及び令和元年度(2019 年度)分について比較しました。 

介護給付費では、短期入所生活介護(老健)、小規模多機能型居宅介護の実績値がそれぞ

れ計画値に比べて大幅に高くなっています。また、予防給付費では介護予防訪問看護、介

護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテー

ション、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防福祉用具購入費、

介護予防支援、介護予防小規模多機能型居宅介護の実績値がそれぞれ計画値に比べて大幅

に高くなっています。 

予防給付費計の実績値は計画値を上回っていますが、介護給付費計及び総給付費の実績

値はいずれも計画値内に収まっています。 

第７期計画値と実績値との比較(介護給付費) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【介護給付】 単位：千円

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

①居宅サービス

訪問介護 178,039 153,866 86.4% 182,888 145,704 79.7%

訪問入浴介護 4,724 1,607 34.0% 5,234 1,882 36.0%

訪問看護 68,684 68,651 100 .0% 71,766 69,933 97 .4%

訪問リハビリテーション 18,473 17,407 94 .2% 19,325 21,252 110 .0%

居宅療養管理指導 11,408 8,455 74.1% 11,674 10,213 87.5%

通所介護 314,682 277,318 88.1% 331,004 274,265 82.9%

通所リハビリテーション 30,466 24,758 81.3% 30,480 24,526 80.5%

短期入所生活介護 134,695 140,053 104 .0% 138,973 134,766 97.0%

短期入所療養介護（老健） 14,488 17,944 123 .9% 14,494 19,045 131 .4%

短期入所療養介護（病院等） － －

福祉用具貸与 72,880 62,651 86.0% 74,716 62,023 83.0%

特定福祉用具購入費 4,240 1,566 36.9% 4,240 1,597 37.7%

住宅改修 8,212 4,142 50.4% 8,212 4,176 50.9%

特定施設入居者生活介護 13,676 14,240 104.1% 13,587 14,746 108.5%

居宅介護支援 116,185 110,160 94.8% 119,125 107,488 90.2%

②地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 － 0 0 －

夜間対応型訪問介護 0 0 － 0 0 －

認知症対応型通所介護 40,586 31,902 78.6% 42,540 32,965 77.5%

小規模多機能型居宅介護 50,885 60,653 119 .2% 50,908 60,245 118 .3%

認知症対応型共同生活介護 248,016 247,255 99.7% 248,127 242,672 97.8%

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 83,351 86,096 103.3% 83,389 86,570 103.8%

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 － 0 0 －

地域密着型通所介護 100,045 78,243 78.2% 102,727 88,336 86.0%

③施設サービス

介護老人福祉施設 681,219 625,887 91.9% 681,524 647,881 95.1%

介護老人保健施設 526,313 518,629 98.5% 526,549 510,595 97.0%

介護療養型医療施設・介護医療院 109,791 116,537 106.1% 109,840 122,226 111 .3%

2 ,831 ,058 2 ,668 ,018 96 .7% 2 ,871 ,322 2 ,683 ,108 96 .0%

サービス
平成30年度（2018年度） 令和元年度（2019年度）

介護給付費計（Ⅰ）
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第７期計画値と実績値との比較(予防給付費、総給付費) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：計画値 飛騨市第７期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画 

 実績値：「介護保険事業状況報告」月報(３月利用分～翌年２月利用分の累計) 

 

 

  

【予防給付】 単位：千円

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

①居宅サービス

介護予防訪問介護 － －

介護予防訪問入浴介護 0 0 － 0 0 －

介護予防訪問看護 7,774 12,357 159 .0% 8,426 13,257 157 .3%

介護予防訪問リハビリテーション 6,087 6,878 113 .0% 6,395 8,988 140 .5%

介護予防居宅療養管理指導 1,149 1,737 151 .2% 1,149 2,523 219 .6%

介護予防通所介護 － －

介護予防通所リハビリテーション 2,298 2,147 93.4% 2,299 3,354 145 .9%

介護予防短期入所生活介護 6,437 8,825 137 .1% 6,440 11,182 173 .6%

介護予防短期入所療養介護（老健） 0 72 － 0 501 －

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 － 0 0 －

介護予防福祉用具貸与 8,519 10,296 120 .9% 8,762 10,824 123 .5%

特定介護予防福祉用具購入費 849 1,280 150 .8% 849 828 97.5%

介護予防住宅改修 4,978 3,499 70.3% 4,978 3,930 78.9%

介護予防特定施設入居者生活介護 0 0 － 0 0 －

介護予防支援 10,225 11,093 108.5% 10,499 12,753 121 .5%

②地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介護 391 193 49.4% 391 268 68.4%

介護予防小規模多機能型居宅介護 572 2,763 483 .0% 572 3,380 590 .8%

介護予防認知症対応型共同生活介護 5,231 2,922 55.9% 5,234 430 8.2%

54 ,510 64 ,060 117 .5% 55 ,994 72 ,217 129 .0%

2 ,885 ,568 2 ,732 ,078 94 .7% 2 ,927 ,316 2 ,755 ,326 94 .1%

予防給付費計（Ⅱ）

総給付費（Ⅰ＋Ⅱ）

サービス
平成30年度（2018年度） 令和元年度（2019年度）
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６ アンケート等各種調査の結果  

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果  

① 調査の目的  

飛騨市の高齢者の生活実態および課題等を的確に把握するため、軽度認定者および一

般高齢者を対象にアンケート調査を実施し、日常生活状況や意向等を収集して、本計画

を策定するための基礎資料としました。また、日常生活圏域の設定は前期に引き続き、

古川・宮川・河合地区と神岡地区の２圏域を設定しました。  

  

② 調査の基本的事項  

①調査地域  飛騨市全域  

②調査方法  郵送により調査票を送付し、郵送により回収する  

③調査票記名  無記名による調査  

④調査対象者  65 歳以上の要支援 1・2、事業対象者、認定のない方 

⑤調査対象者数  8,021 名 

⑥調査項目  国が示した調査票例の内容 ＋ 市独自追加調査項目  

  

③ 調査回答率  

送付調査票総数  853 件  

調査回答数  681 件  

調査回答率  79.84％  
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問 家族構成をお教えください。 

 家族構成については、「夫婦２人暮らし(配偶者 65 歳以上)」が 35.5％と最も多く、次い

で「息子・娘との２世帯」が 25.8％、「その他」が 22.3％となっており、多くの高齢者が

家族などと一緒に生活しています。 

性別でみると、「１人暮らし」の割合は男性が 7.0％、女性が 12.8％となっています。  

年齢別でみると、84 歳までは「１人暮らし」と「夫婦２人暮らし(配偶者 65 歳以上)」が

多くを占めていますが、85 歳以上になると「息子・娘との２世帯」の割合が増加します。  

圏域別にみると、神岡では「１人暮らし」「夫婦２人暮らし(配偶者 65 歳以上)」の占め

る割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体 n=681

男性 n=299

女性 n=382

６５～６９歳 n=150

７０～７４歳 n=178

７５～７９歳 n=155

８０～８４歳 n=116

８５歳以上 n=82

古川・河合・宮川 n=414

神岡 n=267

10.3 

7.0 

12.8 

12.0 

9.0 

7.7 

11.2 

13.4 

7.2 

15.0 

35.5

40.1

31.9

32.0

43.3

41.3

34.5

15.9

32.9

39.7

3.2

5.7

1.3

8.0

1.1

1.9

2.6

2.4

2.9

3.7

25.8

25.1

26.4

26.0

24.7

23.2

23.3

36.6

28.0

22.5

22.3

20.7

23.6

20.7

21.3

21.9

24.1

25.6

25.8

16.9

2.8

1.3

3.9

1.3

0.6

3.9

4.3

6.1

3.1

2.2

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

１⼈暮らし
夫婦２⼈暮らし（配偶者65歳以上）
夫婦２⼈暮らし（配偶者64歳以下）
息子・娘との２世帯
その他
無回答
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問 介護・介助が必要になった主な原因はなんですか。 

何らかの介護・介助は必要、または何らかの介護を受けている方(63 人)に対し、主な原

因をたずねたところ、「脳卒中(脳出血･脳梗塞等)」「心臓病」「高齢による衰弱」が 19.0％

と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 主にどなたの介護・介助を受けていますか。 

主に介護・介助を受けている人については、「配偶者(夫・妻)」が 41.3％と最も多く、次

いで「息子」「娘」(ともに 23.8％)、「介護サービスのヘルパー」(19.0％)の順となってい

ます。 
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そ
の
他
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明
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回
答
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答
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問 過去１年間に転んだ経験がありますか 

過去１年間に転んだ経験については「ない」が 70.3％と最も多くなっています。一方で

「何度もある」(10.3％)と「１度ある」(18.8％)を合わせた“転倒経験がある”人は 29.1％

となっています。 

性別でみると、“転倒経験がある”人は男性が 26.1％、女性が 31.4％となっており、男

性に比べて女性の占める割合が高くなっています。  

年齢別でみると、“転倒経験がある”人の割合は、年齢が上がるにつれて増加傾向にあり、

80 歳以上では３割を超えています。  

 

 

 

 

 

 

  

全体 n=681

男性 n=299

女性 n=382

６５～６９歳 n=150

７０～７４歳 n=178

７５～７９歳 n=155

８０～８４歳 n=116

８５歳以上 n=82

10.3 

11.4 

9.4 

6.0 

9.0 

9.7 

12.9 

18.3 

18.8

14.7

22.0

12.7

18.5

19.4

19.0

29.3

70.3

72.9

68.3

80.7

71.9

71.0

67.2

51.2

0.6

1.0

0.3

0.7

0.6

0.9

1.2

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

何度もある １度ある ない 無回答



第２章 高齢者を取り巻く現状と将来の姿 

24 
 

問 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行

って、いきいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に企

画・運営(お世話役)として参加してみたいと思いますか 

 

地域づくり活動の企画・運営としての参加については、「参加したくない」が 52.4％と最

も多くなっています。一方で“参加意向がある人”(「参加してもよい」＋「是非参加した

い」)は 30.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体 n=681 2.5 28.0 52.4 5.7 11.3

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

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない
既に参加している 無回答
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問 認知機能について 

認知機能の低下が認められた人は、全体の 45.4％となっています。 

性別でみると、男性(43.8％)に比べ女性(46.6％)の占める割合がやや高くなっています。 

年代別でみると、年齢が上がるにつれて占める割合も上がる傾向がみられ、75 歳以上で

は約５割を占めています。 

圏域別でみると、「該当」の割合は、古川・河合・宮川で 41.5％、神岡で 51.3％となっ

ています。 

 

 

  

全体 n=681

男性 n=299

女性 n=382

６５～６９歳 n=150

７０～７４歳 n=178

７５～７９歳 n=155

８０～８４歳 n=116

８５歳以上 n=82

古川・河合・宮川 n=414

神岡 n=267

45.4 

43.8 

46.6 

40.7 

40.4 

48.4 

53.4 

47.6 

41.5 

51.3 

51.5

54.2

49.5

58.7

57.3

46.5

41.4

50.0

55.1

46.1

3.1

2.0

3.9

0.7

2.2

5.2

5.2

2.4

3.4

2.6

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

該当 非該当 判定不可
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（２）市内ケアマネジャーアンケートの結果  

飛騨市の居宅サービス利用者のケアマネジメントを行うケアマネジャー全35名(予防・

介護)を対象に、サービスの過不足の状況を把握するため、令和２年２月にアンケート調

査を実施しました。  

日々高齢者福祉の最前線で働いている中で、飛騨市の高齢者福祉における課題・問題

など政策提言等をまとめました。  

  

【政策提言等】  

（住まい、金銭）  

・金銭的な面で施設入所できない場合もあり、そのような弱者の方が安心して生活の質を

落とすことなく暮らせるようなグループホームが希望。  

・冬期間の孤立、筋力低下を防ぐ通いの場づくりや除雪が心配なためウィンターハウスな

ど共同生活できる施設があるとよい。  

  

（医療連携、介護医療院）  

・医療依存度の高い利用者の受入れ先が少ない(点滴、頻回な痰吸引、悪化した褥瘡、医療

機器利用者など)有料老人ホームで担うには難しい利用者が増えている。  

・在宅推進されているが、医療依存の高い方の受入れが少なく、介護者が長続き出来るた

めにもそういった方を受入れるショートステイが必要。  

・介護看護人材の不足が課題。  

・医療依存の高い方を受入れるショートステイが不足していると思う。受診付き添いをケ

アマネジャーが行うことがある。そのような方の支援が必要。  

・嚥下障害がある方、病院、施設で受入れてもらえない場合自宅に帰ることも。家族の不

安や心配が大きい。在宅での看取りが困難な場合どうすればいいか。  

・若いころからの健康寿命を意識した生活への取り組み。 

・新型コロナウイルス感染症予防への対応。 

  

（認知症対策）  

・独居であると薬を処方されても正しく飲めない。軽度の認知の方が毎日きちんと飲むた

めの相談体制など。  

・若年性認知症への対応。 
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（在宅介護）  

・独居、高齢者世帯が多く、いかに元気な状態を維持して高齢者が支援する側でいられる

かが大事。家庭の介護力をいかに補うかも大事。重度でも家族に十分な介護力があると

順調な生活を送れるが、軽度でも家族の介護力がないと大変。  

・ケアマネジャーが在宅でも暮らせるよう整えても、家族は病院から在宅では難しいよと

言われ施設を選ぶことに矛盾を感じる。  

・介護保険に頼らない(サロン、ボランティア、元気高齢者の雇用)、在宅生活に理解のある

医療がポイント。  

・支えあいヘルパーと介護保険の併用。 

 

（リハビリ）  

・高山市に比べ利用するサービスが少ない。選択肢が少ない。特に若い世代のリハビリに

特化したサービス(通所系)が不足している。  

・60 代の脳出血、脳梗塞の方が行く場所がない。他市のデイケアやリハビリに行っている

現状であり、若い人がリハビリできる場所が欲しい。  

  

（移動、買い物支援）  

・飛騨市の問題は独居(日中含め)、高齢者世帯の縁者が遠方住居や障害をもってみえる方の

増加、経済状況が厳しく使えるサービスが少ない方の増加、自家用車が便利なため、タ

クシーへの移行に抵抗がある方の増加。  

・高齢者が免許を返納したとき買い物・受診に困る。除雪ができずサービス利用を断る場

合もある。  

  

（ケアマネ会議、保険者へ提言）  

・ケアマネジメントの質の向上のため、目標を立て評価し、ステップアップする仕組みづ

くりが大切。  

・本人や家族が何を一番優先したいか、介護の終末期を聞いておく。在宅のメリット、施

設のメリット、看取りケア等、情報を多くしてもらいたい。  

・将来の展望、子が年老いた親の世話をどう考えているか。介護サービスで行えばという

風潮を改めること。  

・多職種合同による課題検討会、研修が必要。実際に地域住民を巻き込んでのケアプラン

は難しさを感じるので、民生児童委員との合同の研修やグループワークがあるといい。  

・ケアマネ会議で定期的に意見交換したほうが具体的に意見が出る。市民の中には介護保

険を使えばいい、介護認定が軽いのは不満という考えもある。市民の意識を変え、一緒

に考えていける機会をもてるように。 
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第３章 計画の基本的な考え方  

１ 計画の基本理念  

日本は、高齢社会を迎えるとともに世界有数の長寿国となり、さらに団塊の世代が 75 歳

以上となる令和７年(2025 年)には「超高齢社会」が到来すると予想されます。平均寿命の

延伸は喜ばしいことでありますが、高齢化のさらなる進展により、ひとり暮らし高齢者や

高齢者のみ世帯、認知症高齢者、介護を必要とする高齢者の増加が予測されます。 

また、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大により、介護現場でも様々な対策が行われ

ており、不安な日々が続いています。 

このような中、高齢者一人ひとりが、安心していつまでも健康で自らの能力を発揮し、

住み慣れた地域において自立した毎日を送ることが求められています。 

そこで、各自が地域社会で役割をもっていきいきと活躍でき、楽しく健康づくりや介護

予防に取り組める地域社会の実現をめざし、市民の健康生活を切れ目なく支える仕組みづ

くりを進めていきます。 

また、介護が必要になっても、安心して、住み慣れた家庭や地域で必要なケアを受けな

がら、価値観や生き方が尊重された「自分らしい人生」を送ることができるよう、支え合

い、心が通い合う地域社会を構築していきます。  

  

すべての高齢者が尊重され、住み慣れた地域で、 

健やかに自分らしく暮らせる地域社会を築きます 
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２ 計画の基本目標  

基本目標１ ともに元気でいきいきと暮らせる地域社会の実現 

豊かな人生と健康長寿の実現のために、地域に生きる一人ひとりが尊重され、自分らし

くいきいきと活躍する社会、また、高齢者一人ひとりがそれぞれの意欲や能力に応じ、楽

しみながら健康づくりをし、介護予防や社会参加に積極的に取り組める地域社会をめざし

ます。 

基本目標２ 安心して暮らし続けられる地域社会の実現 

高齢者一人ひとりが自立し、質の高い生活を送ることができ、安心して暮らせるととも

に、いつまでも、家族や親しい人たちと住み慣れた地域の中で、ともに支え合い尊厳をも

って暮らせる地域社会をめざします。  

  

基本目標３ 安心を確保する医療福祉基盤の整備 

高齢者が住み慣れた地域で、可能な限り安心して自立した生活を営むことができるよう

その地域にふさわしいサービス提供体制を整えるとともに、サービスの質の向上を図りま

す。 
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３ 当期で取り組む重点施策  

 

重点施策１ 地域包括ケアの深化・推進 

住み慣れた地域で、健やかに自分らしく暮らせる地域社会の実現をめざし、住まい、医

療、介護、介護予防、生活支援が一体的に提供される仕組み(地域包括ケア)をさらに推し進

めます。 

 

①認知症の地域対応力の向上  

■認知症地域支援推進員を中心とした認知症キャラバンメイトの認知症サポーター養成

と認知症の理解を促進する活動による地域対応力の向上。 

 

②介護保険・医療の連携体制の構築と推進  

■在宅医療介護連携支援センター(地域包括支援センター)の活動、医師とＩＣＴ情報共

有による医療介護連携、訪問看護体制の強化。 

 

③包括的な生活支援の展開  

■買い物弱者対策(移動販売を取りまく買い物の補足手段の拡充) 

■安全な外出支援等の対策(安全運転支援装置や補聴器の利用促進) 

■交通弱者対策(免許返納者支援の拡充) 

■地域支え合い体制の充実(支え合いヘルパー、あんきねっと、地域の通いの場を通じた

仲間づくり支援の強化) 

  

重点施策２ 健康寿命の延伸・重介護への進行抑制 

生活の質(ＱＯＬ)の向上をめざし、健やかで生きがいをもって生活できる期間(健康寿命)

の延伸や重介護への進行抑制策を進めます。これにより認定率の引き下げ・給付費の削減

にもつながります。 

  

①生活期、予防期、維持期のリハビリ強化  

■高齢者元気推進プロジェクトの推進(シルバーリハビリ体操スタッフの養成) 

■フレイル予防を視点とした、栄養・身体活動・社会参加の普及啓発  

■口腔ケアの推進 

 

②活躍の場、生きがいの場、通いの場づくり  

■生活支援コーディネーターの活動マッチング、支え合いヘルパー養成と支え合い人材

バンクの充実、畑仕事、通いの場などを活用した健康寿命延伸 
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重点施策３ 介護人材確保とその基盤の整備 

平成 28 年度より様々な着眼点により重層的に介護人材確保の取り組みを始め、第７期か

ら注力期間とし基盤整備を進めてきました。第８期も第７期を継承し状況を見極めた上で

基盤整備を行います。 

 

①介護人材確保対策の積極的展開  

■第７期事業の継続 

■介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤の充実 

■若者の介護職確保政策 

 

②介護人材確保を見極めた上での在宅の限界点を高めるサービス基盤の整備  

■サービス付き高齢者向け住宅の施設整備の推進 

 

③外国人介護人材の活躍の場の提供体制強化 

■外国人介護人材の受入れからサービス提供体制の確立に向け、法人と一体となって環

境体制強化の推進 
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４ 施策の体系図  

基本理念 基本目標 施策の方向性 取り組み事項 

すべての高齢

者 が 尊 重 さ

れ、住み慣れ

た地域で、健

やかに自分ら

しく暮らせる

地域社会を築

きます 

ともに元気でいきい

きと暮らせる地域社

会の実現 

健康寿命の延伸・重介

護への進行抑制 

生活期、予防期、維持期のリハビリ強

化、口腔ケアの推進 

活躍の場、生きがいの場、通いの場づ

くり 

安心して暮らし続け

られる地域社会の実

現 

地域包括ケアの深化・

推進 

認知症の地域対応力の向上 

介護・医療の連携体制の構築と推進 

地域包括支援センターの機能の充実 

介護予防・生活支援の

充実 

介護予防・日常生活支援総合事業(新

総合事業) 

包括的な生活支援展開 

在宅生活への支援(市独自の高齢者生

活支援事業) 

介護者支援 

支えあう仕組みの構

築 

見守りネットワーク 

災害時・緊急時の支援 

防犯・安全対策 

安心を確保する医療

福祉基盤の整備 

介護人材確保とその

基盤の整理 

介護離職ゼロの実現に向けたサービ

ス基盤の充実 

在宅の限界点を高めるサービス基盤

の整備 

外国人介護人材の活躍の場の提供体

制強化 

介護保険サービスの

充実 

介護サービスの円滑提供 

介護サービスの質の確保 
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第４章 施策の展開  

基本目標１ ともに元気でいきいきと暮らせる地域社会の実現  

１ 健康寿命の延伸・重介護への進行抑制  

（１）生活期、予防期、維持期のリハビリ強化、口腔ケアの推進 

■現況及び課題---------------------------------------------------  

第７期では、高齢者の通いの場づくりから介護人材の核に対する様々な施策、口腔ケ

アの新補助制度の新設など、高齢者を支える基盤の充実に努めました。また各種機関と

の連携も継続的な広がりを見せています。しかしながら、始まったばかりであり、様々

な施策についても定着するまでには時間がかかるため、事業の継続及び更なる支援が必

要となっています。 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

現状の施策を継続するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により感染防止対

策等の情報交流など、事業者同士の連携の必要性が今まで以上に高まっていることから、

連携事業者の輪を飛騨市全体に拡充し、市全体で情報共有及び様々な対策、対応につい

て連携できる仕組みを推進していきます。  

  

① 各種健診事業・保健指導の実施  

  

平成 31 年度(令和元年度)受診率 

特定健診(40～74 歳)  67.6％ 

平成 31 年度(令和元年度)特定保健指導実施状況 

積極的支援終了率  77.8％ 

動機付け支援終了率  92.4％ 
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  施策の方向性  

・健診(検診)事業については、「飛騨市健康増進計画 健康飛騨市２１(第二次)」と「飛騨

市国民健康保険 特定健康診査等実施計画(第三期)」により企画・実施し、受診率の向

上等に取り組みます。  

・20～39 歳の方を対象とする若者健診等により、若い世代から自らの健康は自ら管理す

る習慣を身につけられるよう指導し、治療が必要な方に対しては、早期に治療が開始

できるよう指導します。  

・飛騨市国民健康保険では、医科の診療報酬明細書、介護保険の認定情報、特定健康診査

の健診データを活用し、科学的根拠に基づく保健指導が行えるよう取り組みます。保

健指導を実施するために、「飛騨市健康増進計画 健康飛騨市２１(第二次)」との整合

性を図った「国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画第二次)」を進めます。  

・社会保険等に加入している方(飛騨市国民健康保険の被保険者でない方)は、会社等を

退職後は飛騨市国民健康保険に加入する方が多いことから、広報ひだ等を活用し、す

べての市民に対して健康についての啓発を実施します。 

・後期高齢者医療制度加入者を対象としたすこやか健診は、健診の実施体制について地

域医師会と今後も協力をしていくことが必要であることから、受診率の向上に向けた

施策の充実を図ります。 

・15 歳から 19 歳までの健診については、その多くが学生であることから、学校単位での

実施体制を確立することが必要であり、飛騨圏域全体で実施体制をとるために、自治

体の枠を超えた実施体制を検討していきます。 

     

② 食を通じた健康推進事業の実施  

  

項目 平成 23 年度 平成 28 年度 
平成 31 年度 

(令和元年度) 

20～60 歳代男性の肥満者の割合  23.8% 26.7% 29.6% 

40～60 歳代女性の肥満者の割合  15.8% 17.2% 17.5% 

低栄養傾向(ＢＭＩ20 以下)の高齢者

の割合  
21.2% 24.4% 22.7% 

  

  施策の方向性  

・「飛騨市健康増進計画 健康飛騨市２１(第二次)」と「飛騨市国民健康保険 特定健康診

査等実施計画(第三期)」により、食育・栄養指導に取り組みます。  

・「食」は生命を維持し、人々が健康で豊かな生活を送るために欠くことのできない営み

であり、多くの生活習慣病の予防の観点から重要です。  

・生活習慣病の予防のためには、飛騨地域の特性を踏まえ、食に関する知識を習得し、栄

養状態を適正に保つために必要な栄養素を摂取し、健全な食生活が実践できるよう集

団・訪問等による栄養指導に取り組みます。  

・食生活改善連絡会(飛まわり会)による食生活の地区伝達活動や男性の料理教室等に取
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り組みます。  

・高齢者に対し、各地域へ出向き(いきいき体操、各地域の集会など)低栄養やフレイルの

予防に関する啓発や指導を積極的に取り組みます。 

・飛まわり会は食生活連絡協議会組織を退会し、飛騨市飛まわり会として新たに活動を

開始しており、飛騨市の健康問題に特化し、減塩普及を中心とした活動を促進します。 

・市の健康問題である高血圧に対し、今後も減塩を推進していきます。また、スマートミ

ール認証店や、減塩協力店の増加を推進し、地域の環境整備を推進します。 

  

③ 健康的な生活習慣の定着に向けた取り組みの推進  

・「まめとく健康ポイント事業」を実施し、健康づくりへの動機付けを促す  

・40、50、60、70 歳を対象にした歯周病健診の受診率：4.9％  

・75 歳以上を対象としたさわやか口腔健診の受診率：5.9％  

  

  施策の方向性  

・身体活動・運動の量の多い方は、少ない人と比較して循環器疾患やがんなどの非感染

性疾患の発症リスクが低いことが実証されています。また、身体活動・運動は、非感染

性疾患の発症予防だけでなく、高齢者の運動機能や認知機能の低下と関係します。全

ての人が無理なく、地域や日常生活の中で運動を実践できるような方法や環境づくり

に教育委員会等と連携して取り組みます。  

・高齢者にとっては、歯の喪失防止や口腔機能の維持・向上が重要です。「８０２０」(ハ

チマルニイマル：80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう)をめざし、またオーラ

ルフレイルの概念を用いて自らが気付き、介護予防、重症化予防に取り組むよう普及

啓発します。後期高齢者医療の保健事業で実施している「ぎふ・さわやか口腔健診」で

歯科医師の口腔機能評価も利用し、さらなる口腔ケアの普及啓発に取り組みます。 

・高齢者の介護予防と保健の一体化事業が令和２年度から展開することになり、保健や

年代関係によらず、予防事業を展開しています。 

・ＫＤＢ(国保データベースシステム)から、社会保障費を圧迫する原因となる健康障害

を見つけ、早期からの予防や重症化予防に取り組むことを検討します。 

・口腔ケアについては、検診等の分析により、保健事業を検討していきます。あわせて、

保健事業の実施に関しては、保健師、管理栄養士、歯科衛生士など、専門職の確保に努

めます。 
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（２）活躍の場、生きがいの場、通いの場づくり  

■現況-----------------------------------------------------------  

〇超長寿社会を迎え、高齢者の生き方として、いかに充実した人生を送ることができる

かという、生活の質に重点が置かれるようになってきました。  

〇従来は、65 歳以上を高齢者と位置づけていましたが、その年齢で自らを高齢者と認識

される方は非常に少なく、元気な 65 歳以上の方が多くなっています。  

〇健康で活力ある高齢者が増え、自らが高い健康意識をもってそれを維持していこうと

考える市民も増えてきました。  

〇社会経験を積んだ高齢者が、これまで培ってきた経験や能力が十分に発揮でき、健康

で生きがいをもって暮らしていけるようにするためには、身体活動、交流活動、食生活

改善など多方面から取り組む必要があり、様々な角度からの支援が求められています。  

〇虚弱な高齢者を健康な高齢者ができる範囲で支えることは、これからの超高齢者社会

において不可欠となっており、その体制を作るための対策が求められています。  

〇飛騨市シルバー人材センターでは、定年退職者、その他の高年齢退職者の職業生活の

充実や生きがい対策、福祉の増進のため、高齢者の就業支援を行っていますが、退職後

も生活水準の低下を防ぎたいとの思いから、少しでも高額な収入を得るため再就職を

する方が増加している影響もあり、会員が減少してきています。  

〇「通いの場」には、生きがいづくりや孤立・閉じこもり予防など様々な効果があると言

われており、健康寿命の延伸が社会的な命題となる中で、介護予防としての側面から

も気軽に集まって話せる場所づくりの取り組みを推進しています(現在市内で 330 の

高齢者の通いの場をリスト化しています。)。利用者だけでなく、運営する側にとって

も生きがいづくりや社会参加につながり、ひいては介護予防の効果も期待されます。  

〇各地で大規模な災害が相次ぐ中、現場にいる人々による共助の重要性と必要性の認識

が高まっており、こうした精神を地域に巡らしていく中心的存在として、現役を引退

し、ある程度の時間的余裕もある元気な高齢者の方々が期待されます。特に、支援の必

要な高齢者に対する生活支援の担い手として元気な高齢者の方々の力が求められてお

り、その社会的役割が明確になってきています。  

〇ボランティア活動は、それぞれがボランティア団体として独自に活動されていますが、

飛騨市社会福祉協議会によるボランティア連絡会などを通じ、横の連携を図りながら

情報交換等を行い、高齢者の見守り配食や介護施設での傾聴やレクリエーション、調

理などの活動をしています。  

    

■課題-----------------------------------------------------------  

〇元気な高齢者が増加し、高齢者の趣味・趣向も多様化しています。しかし、高齢になる

と心身の機能が低下することにより、不安感・孤独感が高まってくる傾向にあるため、

高齢者自らが生きがいを見出し、日常生活の中で「いきいき」と活動できるよう支援し

ていく必要があります。  

〇高齢者の増加により、就労希望者が増加している一方で、継続的な雇用の創出や就労

の場へのマッチングが課題となっています。また、ボランティアに参加する方の高齢



第４章 施策の展開 
 

43 
 

化や新たな参加者も少ない状況など、継続的活動を心配する声も聞かれています。  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

〇60 歳代は「企業の継続就労やシルバー人材センターでの就労を主体に経済の支え手と

して活躍」、70 歳代は「ボランティアやお世話、軽就労(シルバー人材センター)、シ

ニアクラブ活動などを通して地域の支え手として社会貢献」、80 歳代は「外出し、皆

さんと交流することで自身の元気を維持して社会貢献」と世代ごとに高齢者の役割を

整理して生涯現役で活躍することを意識できるように市民啓発を図ります。 

〇地域の支え手としての 70 歳代における出番や活躍の場をつくり充実させていけるよ

う、老人クラブ(シニアクラブ)活動への支援、スポーツや生涯学習を引き続き推進す

るとともに、支援を必要とする高齢者の見守り等の地域の活動の更なる推進に向け、

一層の強化を図ります。  

〇老人福祉センター、公民館、自治会等の地域施設や地域活動を生かして、高齢者の多様

な生きがいの場をつくっていくことが重要であり、こうした場の拡充に継続して取り

組むとともに、その場を運営していける地域の元気な高齢者やボランティア等を養成

していくことを推進していきます。  

〇高齢者の生きがいづくり・居場所づくりについて、「介護予防・日常生活支援総合事業」

の生活支援体制整備事業の枠組みを活用し支援していきます。  

〇2025 年には改正法により 65 歳定年の形が整いますが、シルバー人材センターを通じ

た市内の就労機会創出を強化するため、シルバー人材センターの業務拡大に係る特例

措置の適用を進めていき、フルタイム等での就業機会の選択肢を増やすことで、60 歳

代の高齢者の就労による元気維持と支え手としての活躍を促進します。  

〇飛騨市社会福祉協議会と連携をとりながら、支援の必要な地域高齢者を支えるために、

今後もボランティアの育成、活動の推進を図りながら、高齢者に対しボランティア活

動への積極的な参加を促します。また、ボランティア活動者の高齢化も進んでいます

が、年齢に関わらず生きがいづくりの一環として、参加できるよう友人や近隣の方の

移動を支援するなど日常生活の中での支え合いもボランティアポイント制度の中で拡

充し、活動の充実と助け合い、支え合いの意識の啓発を図ります。  

    

① 老人クラブ(シニアクラブ)活動支援  

〇高齢者の自主活動団体として最も大きな組織であるシニアクラブについては、高齢者

同士の交流、親睦を生み、健康や生きがいづくりにつながる重要な場です。市内全域

に 55 の地域単位のクラブがあり、総勢 5000 名を超える会員が活動されています。役

員の組織の意義や重要性を認識しながら、年間を通し様々な行事等活動を展開されて

おり、昨年発足した飛騨市レクリエーション協会にも登録され、今後レクリエーショ

ン活動を通じた新たな活動も検討されています。 

〇シニアクラブでの役員の方の目下の課題は、会員数の減少です。高齢者人口が増加し

ているにもかかわらず現役世代として働き続けている高齢者が増えことや 60 歳代世

代の高齢者意識の変化もあり、今後の会員数確保がシニアクラブとしての大きな課題

になっています。高齢者の元気維持にはとても重要な組織であり、シニアクラブが良
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い形で続いていくよう、時代背景も踏まえた新たな取り組みが必要です。 

 

  施策の方向性  

高齢期における生活感の変化もあり、60 歳代でシニアクラブに入会することについて

は当事者意識としても違和感が広がっている状況を見受けます。少子高齢化により健康

寿命も延びていく中で高齢期における年代別の役割も整理すると、60 歳代は就労がメイ

ンになり、70 歳代は生きがいを持って暮らし、それぞれが支える側としてできることを

していただくことで、地域を支えていく中心的世代になるものと思っています。 

こうした中でシニアクラブは全体の入会者数だけにとらわれず、70 歳代で多くの方が

加入し、地域での交流や相互の支え合いを充実させておられるかどうかという点を重視

する見方の整理も必要となってきます。そのため、シニアクラブ入会による社会的役割

の意義を啓発し、入会に何らかのインセンティブを持たせる支援をしながら、70 歳代で

入会していることを推奨し、入会の啓発を図ってまいります。またシニアクラブとして

ひとり暮らし高齢者の見守り活動等の友愛活動、ボランティア活動など、近隣の繋がり

を強化する様々な地域貢献活動がより推進されるよう市もしっかり連携し、具体的な活

動につながるような情報の提供や環境整備を図るなどの支援を図っていきます。 

 

② 高齢者スポーツ団体への支援  

市長杯(ゲートボール、ペタンク、グランドゴルフ)大会の開催を通じて、生涯スポーツ

の推進と地域間交流の促進を図っています。しかしながら、大会の開催時期が秋に集中

していることから、大会の統合や開催時期の見直しの検討を行い、年間を通じた開催を

推進します。 

 

  施策の方向性  

生涯スポーツの推進と地域間交流の促進を図るため、引き続き気軽に参加できるよう

なスポーツイベントを企画し、日頃からスポーツに親しみ、楽しめる環境が整えられる

よう努めます。  

また、市長杯の大会参加者が、主にシニアクラブ加入者となっている現状から、その他

の高齢者が参加しやすいよう考慮し参加者の拡大を図ります。  

体力維持の有効な方策の一つとして、日頃からの歩行を促すウォーキングや外出の機

会を創出するため、ウォーキング用のポール(杖)やシルバーカートなどの普及を図ります。  

 

③ 生涯学習の推進  

生涯学習事業も高齢者の通いの場として考えており、生涯学習の講座の場が健康寿命

延伸に大きな効果をもたらすことを周知していきます。また、生涯学習課の事業を活用

し、認知症予防を目的としたウォーキング事業も継続開催し、高齢者が心豊かに生きが

いをもって生活することができるよう、公民館等での各種教室・講座の開催や開催支援

をしています。  
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  施策の方向性  

今後も、知識や教養を高めるだけでなく、健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりな

ど高齢者の生活の質を高める大切な活動の場として、その意義を再評価しながら、生涯

学習の指導者を活用し、高齢者に教室・講座への積極的な参加を促していきます。  

  

④ サロン活動の推進支援  

サロン活動は、介護予防・認知症予防のひとつとして、家に閉じこもりがちな高齢者が

気軽に出かける居場所ができ、仲間づくりや生きがいづくりができる大切な活動です。 

買い物や勉強の場などの機能も備えた地域複合サロンの各地での立ち上げを実施して

おり、現在６か所となっています。今後の継続的な自主運営や買い物の機能拡充など、内

容の安定と充実が課題となっています。  

  

  施策の方向性  

今後も引き続き、各地域にきめ細やかにサロン活動を拡充していくため、サロン活動

支援者を育成し、サロンのない地域の立ち上げを支援します。また、サロン開催に合わせ

て健康講座や買い物ができる場の提供など、生活支援と複合したサロンが地域に根付い

ていくよう支援を行っていきます。  

 

 ⑤ 高齢者スポーツ施設  

高齢者の健康づくりや体力づくり、人と人との交流などを促進するため、指定管理及

びゲートボール協会の協力により２箇所のゲートボール場の管理を行っています。現施

設の維持管理を継続しながら、荒天時や冬期間であっても体力づくりができるような施

設の整備を検討しています。 

  

  施策の方向性  

現施設の維持管理を継続しながら、ゲートボールやグラウンドゴルフをはじめ、軽ス

ポーツなど年間を通じた利用促進を図ります。また、既存の一般スポーツ施設を有効利

用していくとともに、全天候型の施設整備について、令和５年度の供用開始を目途とし

て、森林公園敷地内において屋内運動場の新規整備を目指します。  

 

⑥ 老人福祉センター  

市内の老人福祉センターは、古川町老人福祉センター・宮川町老人福祉センター・老人

福祉センター割石温泉の３か所があり、高齢者の生きがいづくりの場や交流の場として

活用されています。今後も高齢者の地域における生活の質を高める場としてますます活

用が期待されていますが、施設の老朽化に伴い随時修繕・改修が必要になっています。  

老人福祉センター割石温泉の貸室棟のある新館の利用が低迷しており、その利活用の

検討が必要です。  
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  施策の方向性  

施設が高齢者の活動の場として安全で効果的に運営がされるよう、施設の現状に合わ

せて計画的に改修等を行いながら、引き続き施設の機能性・利用状況・必要性などを考慮

し、新たな利用方法や施設の在り方等についても検討をしていきます。  

  

⑦ シルバー人材センター  

高年齢者の就業等は、生活維持の経済的な面と社会参加・生きがいづくりの確保とい

った両面を持ち合わせています。シルバー人材センターは就業機会の確保のため、新た

な業務として市との連携により子育て支援業務・空き家管理業務などを開始するほか、

新規の請負及び派遣事業の拡大に向けた受注活動を行うとともに、出前入会説明会の開

催や出張職業相談会場に参加するなど新規会員の加入促進を行い就業希望職種とのマッ

チングの向上に努めています。 

しかしながら、派遣依頼件数に対し派遣就業希望者の不足や業務内容とのマッチング、

若い年齢の入会希望者のニーズにあった業務の派遣依頼が少ないことが課題となってい

ます。高齢者の就労は、生活維持という経済的な面と、社会参加・生きがいづくりの確保

といった両面を持ち合わせています。知識や技能を活かしたいなどの就業希望や高齢者

の体力や能力に合わせた職種や雇用形態の創出を推進します。 

  

  施策の方向性  

シルバー人材センターの機能強化を図るため、シルバー人材センターの就業時間を週

40 時間まで拡大する特例措置の活用を図り、新たな業務を請ける体制も整えながら 60 歳

代の就労ニーズに応えられる体制づくりを進めます。また、技能講習会や就業体験など

の機会提供の充実にも取り組み、多くの方が就労に臨みやすい環境整備を進めます。こ

のようにして就業希望マッチングの課題の解決にも繋げ、働き手不足と高齢者の元気維

持の両面にアプローチしていきます。  

 

⑧ ボランティア活動の推進  

介護支援ボランティアポイント制度として介護施設等でボランティア活動をした場合

にポイントを付与し、商品券と交換できる事業を行っており、現在ボランティア登録者

数は 281 名、登録事業所は 30 事業所となっています。 

また、飛騨市支え合い養成ヘルパー講座を開設し講座修了生は 84 名となり、この修了

生は基準緩和訪問サービス事業所で支え合いヘルパーや他施設のボランティアとしての

活躍や、支え合い人材バンクに 57 名の方が活動意思のある支援者として登録されていま

す。 

社会福祉協議会の有償ボランティア事業「あんきねっと」は、神岡町をモデル地域とし

て実施され令和元年度には市内全域に拡充されました。利用会員は 23 名で、支援員は 27

名登録されています。 
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  施策の方向性  

ボランティア活動を推進するため、「介護予防・日常生活支援総合事業」の中で配置す

る生活支援コーディネーターが核となって引き続き担い手の養成や新たなボランティア

活動の場づくりを実施し、ボランティア活動参加への機運を高めていきます。また、ボラ

ンティアポイント制度の中のボランティア種目に、移動を支援するボランティアも新た

に加えるなど、地域で自分を支えてもらえる人を明確化し、日頃の生活で家族以外の支

援を地域の友人、知人により助け合えるように体制づくりを行います。これらの活動を

より具体的に展開していくため、各町に第２層生活支援コーディネーターを選任して配

置し活動の裾野を広げていきます。     
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基本目標２ 安心して暮らし続けられる地域社会の実現  

１ 地域包括ケアの深化・推進  

（１）認知症の地域対応力の向上  

■現況-----------------------------------------------------------  

今後、認知症高齢者の増加が予想され、まず市民に認知症についての正しい知識の普

及と理解が必要です。各種団体で開催する見える化講座、介護予防教室、認知症サポータ

ー養成講座等で普及・啓発に取り組み、早期発見・早期対応が大切であること、相談窓口

は地域包括支援センターであることを説明しました。  

各地域の介護サービス事業所等でも相談窓口としての活動の協力を得ることができ、

飛騨市地域包括支援センターとの連携体制は整いつつあります。また、認知症対応のた

めに認知症地域支援推進員も１名から２名に増員しています。  

 

■課題-----------------------------------------------------------  

〇年齢区分ごとの認知症高齢者の現状割合を今後も一定と仮定して、推計人口をもとに

将来認知症高齢者数を見込んだ場合、約８年後には現状より 100 人ほど認知症高齢者

が増える見込みです。こうした増加を見据え、認知症高齢者に対し本人の意思が尊重

され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる体制をいかにして確保

していくか、その環境の整備と推進が重要となります。  

〇認知症について正しく理解されていないため、認知症の初期からの相談支援につなが

らず結果的に重度化してからの対応となり、認知症の人や家族への支援の妨げになっ

ている場合もあります。  

〇子どもを含む様々な世代や高齢者と接する機会がある企業等に対し、認知症の人やそ

の家族をあたたかく見守るための理解と協力を得るために、認知症についての正しい

知識の普及啓発に継続的に取り組んでいく必要があります。  

〇認知症予防に対する取り組みとあわせて、早期発見・早期診断・早期対応・早期治療の

一連の流れにより円滑に対応していけるよう、自治組織や医療機関、公的機関等との

連携を図り、認知症に対応する地域ネットワークを構築していく必要があります。  

  

■今後の方向性---------------------------------------------------  

〇これまでの「認知症になったら施設に入所しなければならない」という考えから、認知

症になっても本人の意思が尊重され、必要なサービスと適切な支援を受けながら、気

軽に本人発信ができる支援を充実させるとともに、できる限り住み慣れた地域で暮ら

し続けていける地域社会の実現をめざします。 
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① 市民への認知症の理解のための普及啓発・認知症サポーター養成  

認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、認知症の人の行動等に

ついて地域での理解と見守りが必要です。地域の認知症理解を醸成するために、市民や

市内事業所、公的機関などを対象に、認知症サポーター養成講座(認知症について正しく

理解し、認知症の人やその家族を見守り、支援するサポーターを養成するための講座)を

開催しています。この講座を実施するためには、認知症キャラバンメイトの養成が必要

です。現在、介護サービス事業所等で認知症の方のケアをしている専門の介護職の方々

にキャラバンメイトになっていただくなど、メイトを増やす取り組みを行っています。  

また、認知症サポーターに対しては、自宅、職場、地域において、認知症の対応が効果

的に発揮されるためにも、養成講座だけで終わらずその後の研修等でフォローアップし

ていく事が必要です。  

(高齢者の自立支援・重度化防止等に関する数字目標)         

認知症サポーター登録数(延べ人数) 登録者数の数値目標 

H30 年度 

1,380 人 

H31 年度 

1,391 人 

R2 年度 

1,400 人 

R3 年度 

1,500 人 

R4 年度 

1,600 人 

R5 年度 

1,700 人 

  

  施策の方向性  

認知症になっても安心して暮らせるまちにしていくために、今後も地域での集会や公

的機関、企業、学校等へ出向いて認知症サポーター養成講座を開催し、認知症についての

理解者を増やしていけるよう認知症地域支援推進員が講座の開催を働きかけるなど推進

に取り組みます。「認知症が理解できたら、その次は自分に何ができるかを考えて、サポ

ーターの自主的な活動を地域に根ざしていく」これが、認知症になっても安心して暮せ

るまちになっていく１歩としていきます。  

また、サポーターの自主的な活動が地域に根ざしていくためにフォローアップ研修を

開催します。あわせて、小・中・高校生に対するサポーター養成講座をメイトと協力しな

がら開催し、サポーター養成講座だけでなく、見える化講座等を通して、市民の認知症の

理解を深める活動を継続していきます。 

 

② 認知症ケアパス  

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、地域においては認知症の人と家族

の日常生活を支えるために支援体制の強化が必要です。そのため、認知症の進行状況に

合わせて適切なケアが受けられるために活用できる認知症ケアパスを作成しています。  

飛騨市内では認知症対応型の事業所が増え、介護サービス事業所等においては実践者

研修修了者などの配置が義務付けられており介護事業所等の対応力は向上しています。  

  

  施策の方向性  

認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活していただけるように、サポーター

養成講座・フォローアップ講座等の受講者に対してもケアパスを配布し、理解を深めて

いただくよう促進します。 
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③ 認知症の早期発見・早期対応体制の整備  

認知症の早期発見・早期対応のためには、困りごとや情報が支援機関にいち早く伝わ

らなければなりません。地域包括支援センターには「認知症支援推進員」と「認知症初期

集中支援チーム」を設置し、市民の認知症対応支援の中核機関として位置づけています。  

早期発見・早期対応が大切であることを、様々な機会に説明していますが、地域包括支

援センターの相談窓口には初期段階の相談が少なく、認知症の病状が進んだ状態での相

談が多いため、地域包括支援センターのみでは市民が気軽になんでも相談できる場とし

ては十分ではないともいえます。そこで、古川・神岡地区では別会場において、どなたか

らでも、些細なことでも相談しやすくするために、月 1 回相談窓口を開設するようにす

るとともに、認知症カフェも増やし相談できる場を増やしました。 

  

  施策の方向性  

新型コロナウイルス感染症の状況を確認し、感染症対策を行ったうえで介護事業所等

において認知症カフェの開設を促進します。 

河合・宮川地区については、診療所との連携や個別の出前相談等を行いながら早期の

対応を図ります。 

また、今後も見守り相談員、振興事務所、民生児童委員等との連携を図り、情報提供を

基に迅速に訪問対応できるよう活動するとともに、若年性認知症の方への支援や社会参

加支援の充実を図ります。 

  

④ 認知症地域支援推進員の役割の強化  

認知症地域支援推進員は認知症ではないかとの情報があれば訪問、必要なサービス等

への対応、緊急に認知症疾患医療センター等への受診が必要な場合には、スムーズに対

応できるように連携を図りながら、地域での支援体制づくりに必要な取組を行っていま

す。また、地域密着型サービス事業所の運営会議に参加し、認知症の取り組みなどの情報

を集約しています。  

このような認知症地域支援推進員の役割を周知するため、全地区にチラシを回覧し、

認知症サポーター養成講座、見える化講座等で紹介しました。 

  

  施策の方向性  

認知症を発症された方の多くは、初期段階で「病気｣だとは気づかず、そのまま放置さ

れ症状が進行してしまうケースや、家族や知人が初期症状に気づいても「年のせい」と考

えて医療機関への受診が遅れ、そのままになっている事が実情です。認知症の早期発見・

早期対応をするために市民への認知症についての正しい知識の普及啓発等の働きかけを

継続し、さらに医療と介護の連携強化や支援体制の構築に取り組みます。  

 

⑤ 認知症初期集中支援チームの運用  

認知症初期集中支援チームは、認知症に関する相談を受け、医療・福祉の専門職が２名

以上で家庭訪問を行い、その結果を踏まえ認知症サポート医を交えて支援の方向性を検

討し、本人や家族の自立した生活のサポートを行うものです。   
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  施策の方向性  

認知症に関する正しい知識をもった医師、看護師、保健師、社会福祉士等の医療・介護

の複数の専門職種からなる「認知症初期集中支援チーム」による会議を実施し情報交換

を行い、認知症の人やその家族と関わり、症状説明や対応方法等のアドバイスをするな

どの初期支援を包括的、集中的に行っていきます。  

  

⑥ 認知症家族・介護者支援  

認知症の人やその家族、認知症支援の事業者、認知症サポートに興味がある方など認

知症をキーワードに様々な方が気兼ねなく集まり、認知症介護で困った時の対応方法を

互いに学んだり、アドバイスを聞いたり、お茶を飲みながら気軽に交流できる場の必要

性が高まっています。  

認知症カフェは平成 28 年度より古川地区にて開始し、２か月に１回開催し約 30 人が

参加されています。その後神岡地区や事業所での開催があり、合計６か所で開催されて

います。認知症の家族・介護者の交流や支援の場としての理解が広がり、参加者も増えて

きています。回数増加の要望は出ていますが、マンパワー不足により困難であるのが現

状です。  

  

施策の方向性  

現在の認知症カフェの開催を継続支援します。また開催地区や開催日を増やしていく

ための検討をします。 

 

⑦ 地域の見守り体制の整備  

徘徊高齢者を早期に発見し保護するとともに、その介護者の精神的、身体的負担を軽

減するため、公的機関や自治会・民間各種事業者が協力する見守りネットワークの構築

が必要です。 高齢者の徘徊が始まった時点で家族が警察に届けられるようになり、地域

が認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族が認知症であることを言える地域づく

りが大切です。  

    

  施策の方向性  

認知症カフェや認知症サポーター養成講座を広げていき、認知症の正しい理解者を増

やしていきます。  

また、認知症サポーター、キャラバンメイトの方々の力を借りながら、警察・消防・社

会福祉協議会等の公的機関や自治会・民生児童委員等の地域の人々、タクシー・バス等の

交通機関、介護サービス事業者、コンビニエンスストア・ガソリンスタンド等の各種事業

者の会合等に併せて、見守りの協力体制を啓発する取り組みを実施し、そのネットワー

クの構築を検討していきます。 また、損害賠償保険への加入も検討し、介護者の心的負

担の軽減を図ります。 
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⑧ 認知症予防の取り組み  

認知症予防や閉じこもり予防等にも特化させた介護予防教室を開催していますが、希

望者が少ないことが現状となっており、より充実したＰＲが必要です。  

  

  施策の方向性  

今後も通いの場の新規開催地区の拡充を図り、認知症の予防に対する意識向上を図っ

てもらえるよう活動を進めます。また、新規地区および自主活動グループに対し、サポー

ター養成講座の開催について勧奨するとともに、認知症機能評価ツールの活用により、

予防に対する意識の向上を図ります。 

物忘れが気になる高齢者や認知症予防に関心のあるすべての高齢者を対象に、心身と

もに、いきいきとした社会生活を送ることができるよう、仲間同士のふれあいと身体・脳

などの体操を行い、地域の身近な場所で誰でも参加できる予防教室の開催や専門職員に

よる健康相談の活動を推進します。  

    

（２）介護・医療の連携体制の構築と推進  

■現況-----------------------------------------------------------  

誰もが住み慣れた地域で安心して最後まで暮らせるよう、地域包括ケア推進による、

医療と介護の連携は最も重要なポイントとしてクローズアップされており、国の法制度

もその推進に向け改正がされ、全国の自治体で取り組みが始まったところです。市でも

以下のように取り組みを始めています。  

  

・顔の見える関係づくりとして古川地区で医師会と共同で医療介護の関係者の懇談会を

年３回開催しています。神岡地区では「高原郷ケアネット」を飛騨市民病院が中心とな

り、飛騨市民病院の診療圏の医療介護福祉職員を一堂に集め研修と意見交換を行い、

互いの連携と関係性を強めています。 

・医療介護の多職種連携では、医師会において医療機関と介護事業所のＩＣＴツールを

活用した連携を図っています。 

 

■課題-----------------------------------------------------------  

医療と介護また多職種が連携していく中で、次のようなことが今後の課題となってい

ます。  

  

・現在、地域包括支援センターにおいて、個別にケアマネジャーへの支援等を行ってい

ますが、今後は、より一層多様な視点からのケアマネジメントが必要になってきてい

ます。  

・多職種連携の中核という地域包括支援センターの役割を再認識し、連携強化(在宅医療

と介護の連携、地域ケア会議、認知症対策の推進)をより強力に推し進める必要があり

ます。  
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・在宅医療体制の推進においては、  

Ⅰ 訪問看護師を確保し、24 時間訪問看護体制を構築する。  

Ⅱ 後方支援ベッドを確保し、円滑な活用を図る。  

Ⅲ 訪問診療医を確保する。  

この３点を確保していくことが、在宅医療の充実には欠かせないと考えています。  

在宅医療と介護が連携し、他の生活支援も合わせ高齢者を包括的に支援する仕組みを

充実させるため、現場での具体的な取り組みが重要になっています。  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

高齢者の住み慣れた地域での在宅生活を支援するためには、利用者の身体等の状況に

応じて医療・介護・介護予防・生活支援・住まい等が個々に対応している縦割りの流れか

ら、身心の状況が変化してもそれぞれの段階に応じた必要な支援が切れ目なく提供でき

る仕組み(地域包括ケア)を定着させていくことが必要となります。  

そのため地域包括支援センターにおいて、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの

各提供者・支援者が、互いに顔の見える場を数多く創出し、それぞれが連携することで、

高齢者の自立支援、生活の質の向上をめざします。またその連携の中で、看取りや認知症

への対応強化も図り、地域が一体となって対応する取り組みを推進します。  

  

① 在宅医療体制の推進  

在宅医療推進の重点ポイントとして「24 時間訪問看護の拡大」、「後方支援入院ベッド

の円滑な活用」、「訪問診療体制の強化」の３つの視点があり、地区ごとに以下の課題を

有しています。  

古川地区では訪問看護体制において、現状のニ－ズは対応できていますが、今後増え

ると見込まれるニーズに対し、更なる確保が課題です。後方支援ベッドについては、古川

町内でこうした活用がされていた病床を持つ民間病院が無床診療所に転換されたことか

ら、近隣の高山市の医療機関に依存する形となったこともあり、市をまたいだ連携によ

る活用を推進していく必要があります。さらに、民間の医療機関の医師が高齢化してお

り、その後継者の確保や現在の訪問診療体制の維持を図る上で訪問診療を行う医師の適

正確保は課題となっています。 

神岡地区では、飛騨市民病院を核に体制強化を図っています。常勤医師が可能な限り

積極的に訪問診療に出向いており、体幹側面を下にした姿勢で経口摂取する完全側臥位

法による食事摂取等、先進的取り組みも行っています。しかし、常勤医師が訪問診療と病

棟勤務を同時に行うには限界もあることから、体制強化へ向けて検討すべき課題があり

ます。また限られた医療資源を最大限生かすには、住民の地域医療体制に対する理解や

健康意識の向上が欠かせません。現在富山大学附属病院と連携した取り組みを行ってい

るところですが、こうした取り組みに力を入れることにより、地域医療を守り育てるた

めの住民意識の向上にも継続して取り組んでいく必要があります。 
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施策の方向性  

今後は在宅医療のニーズが高まると予想されるので、下記の課題に着実に取り組んで

いくことが大切です。また、神岡地区の多職種連携高原郷ケアネット、古川地区の看看連

携事業を中心とした多職種で支える取り組みを継続します。  

  

（ア） 訪問看護師を中心とした看護師の確保  

・下記の(Ａ)～(Ｄ)の視点の中で、訪問看護体制が在宅医療の土台を支えるものと捉え

ています。  

・安定した訪問看護体制を考えるとき、その人材の確保が最も重要な取り組みと捉えて

います。また、急性期医療や介護施設で働く看護師は在宅の現状がわからず、逆に訪問

看護等在宅中心で働く看護師は急性期医療や介護施設の状況が分からないこともあり

ます。こうしたギャップを埋めることも地域包括ケアに欠かせない取り組みです。 

・そのため、地域包括ケアにおいて重要な「看護師の役割」に着目した以下の基礎的な取

り組みを立ち上げながら、訪問看護師を中心とした看護師の確保について順次様々な

施策を肉付けしていきます。  

 Ａ 潜在看護師等の掘り起こし  

  離職している看護師に、看護現場への復帰を促すときに復帰への不安等を

抱える方も多く、様々なきっかけづくりが必要です。  

「岐阜県ナースセンター飛騨サテライト」と連携し、気軽に様々な看護現

場を見ていただけるよう、インセンティブが働くような取り組みを推進し

ます。  

Ｂ 地域包括ケア推進に向けた看護師同士の地域連携の推進  

  市内医療機関等で在籍出向による看護師の相互人事交流を推進し、所属し

ている医療機関等では経験できない看護を体験することで、看護の質の向

上、スキルアップを図るとともに、急性期から回復期、在宅における幅広

い看護の経験と知識を有した人材を市内で育成し、継続的な医療・看護を

推進します。  

Ｃ 地域の看護師連携と市民への地域医療普及啓発  

  医療機関や介護事業所等に勤務している看護師が、顔を合わせ、お互いの

仕事ぶりを学びながら、看護の質の向上に資する機会や離職看護師への各

看護現場についての情報提供、地域医療についての一般市民への啓発機会

の創出を行い、その取り組みを推進します。  

Ｄ Ｕ･Ⅰターン就職の推進による看護師の確保  

  医療関係の人材確保は、専門有資格者を探す部分で、一般の労働者や介護

従事者の確保と異なります。そのため、地元から離れ活躍している市外の

優秀な人材に、Ｕ・Ｉターンで来て頂ける取り組みを推進します。  

     



第４章 施策の展開 
 

55 
 

（イ） 訪問診療医師の確保  

・古川地区の訪問診療医師については、現状は維持できているものの、後方支援の入院

ベッドや訪問医師数の減少により医師への過重負担も大きくなっています。ただし、

医療機関としての経営的観点もみながら、適正な患者数を分け持てる安定的で安心で

きる訪問診療の体制についての構築を検討します。 

・神岡地区では、在宅訪問に対する医師不足が懸念されることから、訪問診療体制の確

保のためにも開業医の確保や飛騨市民病院の総合診療医等の確保に取り組みます。  

  

（ウ） 後方支援入院ベッドの活用  

・高山市の医療圏との連携の在り方や飛騨市民病院の病床を有効に機能させることも含

め、在宅訪問診療と連携した後方支援ベッドの在り方について検討します。  

  

② 在宅医療・介護連携推進事業  

在宅医療・介護連携マップの市民への配布に始まり、顔の見える関係づくり等様々な

地域包括ケアに関する研修等を継続的に開催してきています。  

神岡地区では「高原郷ケアネット」の活動により、飛騨市民病院を主体に、ＩＣＴツー

ルを活用した連携を行っています。会議でのグループワークなどを通じて現場の声から

課題を抽出し、政策として市で進める体制も形ができてきています。  

また、地域包括支援センターを「在宅医療介護連携センター」として設置しており、医

療機関や介護機関、市民からの在宅医療に関する総合窓口として継続的に医療介護連携

の要、結節点となるよう運営しています。 

 

  施策の方向性  

神岡地区の多職種連携高原郷ケアネット、古川地区の看看連携事業を中心として、多

職種で支える取り組みを継続していきます。また、コロナ禍で始めたＺＯＯＭ等のＩＣ

Ｔの活用による連携交流の場の「集いやすさ」に着目し、今後市内全域的な医療介護連携

研修・情報交流の場をＩＣＴも活用し、大きな形で定期的に開催していくことを検討し

ます。    
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（３）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の機能の充実  

平成 29 年度に行われた機構改革において地域包括ケア課は、医療・生活困窮・高齢者

支援・介護保険を担当する部署として新設され、大人の総合相談窓口として、諸問題の相

談を受け早期に対応し、関係機関とのネットワークの入り口として機能するものとされ

ました。  

また、地域包括支援センターでは、地域のネットワークの１つである民生児童委員を

対象に相談内容がより早く地域包括支援センターに届くように、介護保険のサービスと

合わせ連絡の欲しい具体的な状況について説明をしました。  

総合相談窓口として他機関の情報確認、連携の仕方等、実際の業務を実施しての問題

点や課題を確認し体制の整備を行います。  

  

  施策の方向性  

・諸問題発生時の早期の総合相談から、個別支援へのつなぎの重要性が増しています。

人口の多い都市部の自治体と違い、本市は顔の見える地域という特徴も踏まえ地域包

括支援センターが地域の最前線に立ち、地域包括ケアシステム構築へ向けた中核的な

機関として位置づけます。  

・高齢者の様々な相談の窓口として、また他の関係相談機関からの最初の取り次ぎの情

報集約拠点としてその位置づけをさらに明確にし、個別のケアマネジメントを実施し、

また対応する関係専門機関等とのネットワークの入口として対応できるよう体制を強

化します。  

・「高齢者に関わる相談事はまずは地域包括支援センターへ」ということを、関係機関・

市民への周知を図りながら、できるだけ早期に諸問題の相談が気軽にでき、高齢者の

実態を早期に把握できる体制整備を図ります。  

・地域包括支援センターが、より充実した機能を果たしていくためには、運営に対する

評価が必要であるため、保険者との連携、地域包括支援センター運営協議会等での継

続的な評価・点検を行っていきます。  

  

② 地域ケア会議の推進  

現在、旧４町域で行われている会議(旧地域ケア会議)へ参加し、地域の中の主な機関

との情報の共有を図っています。困難事例については、そのケースに携わる関係機関は

もちろん、親族を含めた支援者らでケース会議を開催し支援を行いました。平成 29 年度

より新しい「個別地域ケア会議」の実施のため、県から講師を招いて実施方法の検討を行

った中で、現在年４回のペースで個別地域ケア会議を開催しています。  

今後も、特に重度化防止と自立支援介護予防に資するケアマネジメントや多職種支援

の実践に向け個別地域ケア会議を常に改善、改良を加えながら開催し、効果的な会議の

形を模索することが必要です。 
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  施策の方向性  

これまでの旧地域ケア会議の実施方法を見直し、各居宅介護支援事業所のケアプラン、

地域包括支援センターにおける相談事案等をもとに、地域包括支援センター主催により

多職種での個別地域ケア会議を開催していきます。  

この会議を通じ、各ケアマネジャーのケアマネジメントの質の向上を図りながら、高

齢者の自立につながるより質の高いケアプランの作成をめざします。  

また、この会議で関係機関がお互いの役割を認識し連携を深め、高齢者を支える地域

のネットワークをつくり、地域に不足するサービス資源の抽出を行います。介護保険運

営協議会には、政策形成を行う機能を合わせ持たせ、介護保険事業計画策定の審議を通

して市の政策課題の協議を行い、政策立案につなげていきます。  

  

(高齢者の自立支援・重度化防止等に関する数値目標) 

地域ケア会議開催回数、参加人数の数値目標  

令和３年 令和４年 令和５年 

４回 

(１回あたり 10 名以上) 

４回 

(１回あたり 10 名以上) 

４回 

(１回あたり 10 名以上) 

  

③ 包括的・継続的ケアマネジメントの充実  

困難事例については、関係機関、親族等支援者を含めたケース会議を開き支援を行っ

ています。市内のケアマネジャーや介護現場の方達が困難事例に対応できるようレベル

アップ研修に取り組んできましたが、最近はチームで作るケアプランとしてケアマネジ

ャー・介護職員合同研修会を開催し、多職種連携とネットワーク作りに取り組んでいま

す。 

また、困難事例の個別ケース対応については、３職種(ケアマネジャー、保健師、社会

福祉士)を中心に関係機関と会議を開催するなど、ケアマネジャーの支援を行っています。

顔の見える関係づくりを含め、多職種連携・ネットワーク作りは継続的に取り組む必要

があります。 

今後、市内居宅介護支援事業所が参加する「ケアマネの会」を開催し、課題の抽出も含

め、勉強会を行う予定です。 

  

  施策の方向性  

多職種による地域ケア会議や個別ケース会議を中心とした、ケアマネジャーのケアマ

ネジメント支援や対応支援を充実させながら、今後も随時、即時の小回りの利く支援を

行っていきます。 

また、ケアマネジャーおよび介護サービス事業者向けのチームケアのあり方等、地域

包括ケアの実現が共通的認識のもとで進められるよう、各種研修会を毎年開催し、ネッ

トワーク体制の強化を図ります。  
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④ 権利擁護と虐待防止  

高齢者の増加とともに、認知症を有する高齢者が増えています。認知症のひとり暮ら

しだけではなく、高齢世帯、障がいの子どもと高齢者の２人暮らし等の世帯も増えてお

り、様々な問題が複雑に絡み合っている案件が増えてきています。関係機関との連携・調

整などにより、対応しています。  

現状では対応案件は多くはありませんが、今後ひとり暮らしの認知症高齢者、高齢世

帯等が増加し、生活上の判断や金銭管理等の支援が必要な方の増加も見込まれ、消費者

被害等から高齢者を守るためにも制度のニーズが高まると思われます。相談対応につい

ては、関係機関との連携や対応力の強化が必要となり、成年後見制度においては利用者

数の増加に伴い、後見人の不足が予想されます。  

  

  施策の方向性  

・身寄りがない方などの市長申立手続き、後見人等への報酬助成制度などの適切な運用

を図るとともに、相談支援にかかわる体制の強化に努めます。  

・成年後見人等の親族以外の候補者については、弁護士の他、引き受け手の確保として

社会福祉協議会の法人後見の受任数を増やすため、法人後見での受任実務を担当する

職員数増員に必要な支援を行います。 

・高齢者虐待等の早期発見や、虐待事案に適切な対応が図れる体制づくりに取り組みま

す。  

  

（ア） 権利擁護相談窓口の整備  

地域包括支援センターが窓口となり、認知症高齢者等の権利を擁護し福祉の増進を図

る事業です。対応案件は少数ですが、飛騨市社会福祉協議会や生活困窮者支援担当と連

携を図り対応しています。  

問題が複雑、多様化しているため、権利擁護、虐待相談、消費者相談窓口としてのＰＲ

とともに機能強化を図る必要があります。  

  

  施策の方向性  

今後、相談される高齢者が増加することが予想されることから、相談窓口における相

談支援の質の向上を図っていきます。また、相談事例をもとに円滑に成年後見制度の利

用につなげられる体制について地域の関係機関等と意見交換を行い、中核機関の設置と

初期相談対応の体制整備を行います。  

  

（イ） 成年後見制度の推進  

財産管理や契約など、成年後見制度の利用が必要な方への支援を行い、高齢者の権利

擁護に努めています。今後、ひとり暮らしの認知症高齢者等の増加が見込まれるため、市

民の成年後見制度へのニーズが高まることは確実です。  

令和２年 10 月時点では、飛騨市社会福祉協議会において後見人として対応をしている

事案は５件となっています。認知症高齢者が増えていますが、成年後見制度の利用者数

は少ないのが現状で、制度の利用者数は伸びていない傾向にあります。  
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受任体制の脆弱さも影響していると思われますが、その体制強化を図りながら制度や

相談窓口についての周知などの市民啓発、支援者啓発について検討する必要があります。  

  

  施策の方向性  

身寄りがない方などの市長申立手続き、後見人等への報酬助成制度などの適切な運用

を図り必要な方に対し成年後見制度の利用につなげます。  

また、増大する後見需要に対応できるよう弁護士や社会福祉士などの専門職、法人後

見人による後見人の引き受け手の体制を整えることについて、関係機関等とともに検討

を進めていきます。  

特に法人後見受任数増強に向けて、社会福祉協議会と協議し具体的な策を早期に講じ

ていきます。 

  

（ウ）日常生活自立支援事業  

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断

能力が不十分な方が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基

づき福祉サービス利用手続きや行政手続き、日常生活にかかわるお金の出し入れ、公共

料金の支払いなどを支援するものです。岐阜県社会福祉協議会が実施主体で、平成 27 年

度から飛騨市社会福祉協議会が窓口となって実施しており、令和２年度 10 月時点では 17

名の利用があります。  

社会福祉協議会と協力体制を整え、制度の周知方法や窓口のＰＲ方法など、今後検討

をする必要があります。  

  

  施策の方向性  

今後ひとり暮らし認知症高齢者の増加が予想される中、利用者の権利や利益を保護す

る本制度の位置づけはより重要なものとなっています。また、飛騨市社会福祉協議会で

は、必要な公的財源の確保や支援員の確保が課題となっています。今後この事業の拡充

について検討を進めていきます。  

  

（エ）高齢者虐待の防止  

地域包括支援センターでは、市民に対する高齢者虐待の相談窓口のＰＲや、虐待の早

期発見などに努めています。高齢者の増加に伴い、虐待の相談・対応などがさらに増える

ことが予想されますが、虐待の相談窓口としての周知やＰＲが十分ではありません。  

多重に問題を抱えた案件が増えており、虐待のみならず生活困窮、障がい福祉部門と

の連携が必須となっています。  

  

  施策の方向性  

高齢者の総合相談窓口として設置されている地域包括支援センターにおいて、高齢者

虐待等の早期発見、適切な対応が図られるよう体制をより強化し、虐待防止に向けた啓

発活動や介護者支援を行います。    
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２ 介護予防・生活支援の充実  

（１）介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)  

① 既存事業の再編・見直しによる新総合事業への移行  

これまでも、高齢者が要介護・要支援状態となることの予防に取り組むとともに、要支

援・要介護状態となった場合にも可能な限り地域において自立した生活を営むことがで

きるよう支援してきました。平成 28 年４月より新総合事業へ移行し、従来の介護予防サ

ービスについては国の基準どおりに基準を定め、従来どおりのサービス提供を継続しな

がら新たに国基準を緩和したサービスを創設しています。  

 

【訪問型サービス・通所型サービス】  

平成 28 年度から新総合事業へ移行し、従前の介護予防サービス相当の訪問型サービス

及び通所型サービスとともに基準緩和サービスの提供も始めました。  

基準緩和の訪問型サービスにおいては、市で養成した支え合いヘルパーを活用した事

業を古川地区と神岡地区の各１事業者がサービス提供を行っています。通所型サービス

においても同様に、古川地区と神岡地区の各１事業者がサービス提供を行っています。 

  

（ア）既存の介護サービス事業所によるサービス提供  

従前の介護予防サービス相当のサービスについては、同質のサービスが現行の事業者

から引き続き提供されるよう配慮しています。 

基準緩和の訪問型サービスは、平成 28 年 11 月より主に生活支援のニーズに応えるた

め、その資格となる「飛騨市支え合いヘルパー養成講座」の受講を修了された方が活躍さ

れていますが、実際の現場での活動人員数が伸び悩んでいます。  

基準緩和の通所サービスは、閉じこもりがちな方等をできるだけ外に出るきっかけと

してサービスへつなぎ、サービス終了後に高齢者が通いの場に通うことを見据えて、地

域の自主的な高齢者の通いの場を取り入れたケアマネジメントを行うよう進めています。  

   

  施策の方向性  

基準緩和通所サービスは、利用者の状態像や境遇により様々なカテゴリーによる提供

単位やグループを作り、地域の自主的な通いの場へつながる方向をめざします。  

基準緩和訪問サービスは、事業所とそこで業務に従事する支えあいヘルパーのマッチ

ングを行い、円滑に指定事業所への就労につないでいくことで、サービス提供体制を整

えていきます。  

基準緩和訪問サービスの、さらなる拡大をめざします。更に、住民主体の自主的な訪問

支援の形を推進するため、通いの場で顔を合わせる者同士で互いに支え合う形での支援

を啓発し、自主的な取組を行っていくよう促していきます。 
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(高齢者の自立支援・重度化防止等に関する数値目標) 

ヘルパー養成講座登録者人数(累計)  

(単位：人)  

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

支え合いヘルパー  20 30 35 40 

ボランティア  35 40 45 50 

  

 ② 一般介護予防事業  

（ア）介護予防対象者の把握  

平成 29 年度は市内の独居高齢者の方、平成 30 年度は後期高齢者のみの世帯に「お元

気チェックリスト(基本チェックリスト)」を発送・回収し、その後訪問対象要件を決め

て訪問し、介護予防の取り組みや介護サービス利用が必要な方には支援を行いました。 

また、従来から行っている地域包括支援センターでの窓口相談や地域・医療機関・介護

サービス事業所・民生児童委員・地域見守り相談員等からの情報、各種健診時の相談等か

らの情報を基に対象者の把握に努めました。 

平成 31 年度以降は独居高齢者について、住民異動情報から独居になられた後一定期間

経過後に訪問し、支援を行うことで把握はできていますが、支援が必要である後期高齢

者世帯については早期に把握が必要です。 

 

  施策の方向性  

後期高齢者のみの世帯について「お元気チェックリスト」を発送し回収します。その中

で訪問対象要件を決め訪問を実施し、定期的な確認の実施により介護予防の取り組みや

サービスが必要な方への支援を行います。 

  

（イ）介護予防の普及啓発  

パンフレットの配布や研修会の開催などにより、高齢者の介護予防意識の向上を図り、

健康の維持・向上を目的とした事業の実施などにより介護予防の普及啓発に努めます。  

  

＜具体的に想定している事業＞  

・介護予防普及啓発事業(講演会の開催・パンフレットの配布) 

・「通いの場」の新規立ち上げ・自主活動支援 

・健康・介護予防など見える化講座の開催 

・保健事業との連携  

・生涯学習との連携  
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平成 28 年度からいきいき体操等のサポーターや市民を対象に、介護予防に対する意識

の向上を図ることを目的にリハビリテーション専門の職員による講演会を実施しました。 

また、生涯学習課の「誰でも自主講座」を活用し、認知症予防や筋力向上を目的とした

健康教室を実施しています。 

このような講演会等への参加者は、介護予防に関して意識が高いため、取り組みを継

続することで、新たな意識の高い方の発掘や育成を行い、市民の意識向上を図る必要が

あります。 

  

  施策の方向性 

引き続き継続実施とし、市民の介護予防に関する意識向上に努めます。また、生涯学習

課の「誰でも自主講座」の活動を継続します。  

  

（ウ）地域介護予防活動支援  

【いきいき体操】  

いきいき体操教室は、将来できるだけ介護を必要としない生活を送るために、健康な

ときから簡単な体操等を通して、今の体力を維持増進していくことを目標とした一般高

齢者向けの教室です。 

地域包括支援センターで、市内各地域において教室の立ち上げ・運営の支援や活動サ

ポーターを育成し、地域での継続的な活動が定着するよう取り組み、市民主体の自主活

動グループを増やしてきたことで、教室のない地区はなくなりました。新しく立ち上げ

た教室は週１回の「いきいき健康教室」という名称で、地域の通いの場が充実するような

内容で開催し、その後継続できるよう自主活動を支援しています。しかし、どの地区にお

いても男性の参加者が少ないことや、各地域に、月１回～３回の既存のいきいき体操や

サロンなどがあり週１回の開催にはつながらないのが現状です。 

また、2020 年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、いきいき体操をはじめ高

齢者の様々な活動が自粛となり、高齢者の体力の低下が心配される事態となりました。

飛騨市では、この対策として、フレイル予防と運動の機会づくりを目的に、介護予防事業

の「いきいき健康教室」の体操内容を抜粋し、自宅でできる椅子を使った体操を市内ケー

ブルテレビ動画放送・ユーチューブで配信しました。 

さらに、新型コロナ感染対策を行いながら介護予防の自主活動が行えるようチラシを

作成し体操の自主グループと活動サポーターへ送付するとともに、希望されるグループ

へは直接指導等により安心して活動できるよう支援を行いました。秋には冬期間の閉じ

こもりによるフレイル予防対策として、チラシを作成し回覧やホームぺージ、朝霧連合

会会報誌へ掲載しました。 

国は健康長寿延伸プランの中で、2020 年度末の通いの場の参加率を６％にという目標

値を掲げており、飛騨市では参加率 4.6％と目標を達していないことから、新型コロナウ

イルス感染症対策で生まれた事業も継続し、目標が達成できるよう取り組みます。 
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一般介護予防事業 自主グループ数(2020 年３月末 65 歳以上人口:9,230 人) 

 週１回 月１～３回 

開催地区数 34 35 

65 歳以上参加者数(人) 426 361 

65 歳以上参加率(％) 4.6 3.9 

 

施策の方向性  

通いの場は、市内各地域に網羅できましたが、国の参加率目標値を達成するためには、

今後、約 10 グループほどを立ち上げ、更に参加していただくことが必要です。 

そのために市民への介護予防に関する普及啓発を図りながら、参加率の少ない男性・

前期高齢者を対象とした通いの場作りと、既存の体操グループや活動サポーターへの支

援を行います。 

介護予防の推進については、新型コロナ感染症対策の正しい知識の普及、直接指導等

を行いながら、介護予防の自主活動が安心して継続できるよう支援していきます。 

コロナ禍におけるフレイル・サルコペニア予防に重点を置いた、管理栄養士・歯科衛生

士による介護予防対策にも取り組んでいきます。 

 

(高齢者の自立支援・重度化防止等に関する数値目標) 

いきいき健康教室 新規教室数 

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

新規立上げ教室数  ２ ３ ３ ３ 

新規参加人数(人)  30 45 45 45 

 

【高齢者元気リハビリプロジェクト事業】  

古川地区にリハビリに特化した通所介護事業所が開設されリハビリをサービスの１つ

として身近に考えられるようになりました。訪問リハビリや介護予防のリハビリなどが

伸びており、リハビリのニーズの高まりは今後も続くものと思われます。リハビリは機

能改善や機能の維持には必要不可欠な事業であり、住民の意識の向上や早期にリハビリ

に触れておくことが、重要であると考えています。 

  

  施策の方向性  

リハビリを広く行うには理学療法士の人数や場所が必要となりますが、それには限り

があります。そこで岐阜県理学療法士会が推奨するシルバーリハビリ体操を取り入れ、

その指導士を養成することで各地区において住民自らが自主的にリハビリを行える環境

を整えます。また、デイサービス職員が指導士になることでデイサービスがリハビリを

行う場となり、利用者の身体機能の向上が期待できます。さらに多くの地区において教

室が開催されることで、意識の高まりや早期にリハビリに触れることによりリハビリに

対する抵抗感をなくします。 

その他地域包括支援センターで行っているリハビリテーション専門の職員との提携事
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業においては、認知症予防やフレイル・サルコペニア予防など市民講座をさらに充実さ

せ、地域ケア会議や介護サービス事業所でのサービス提供現場で助言を行うことに取り

組みます。  

また、ＩＣＴツールを利用したチーム連携によるケアの普及や地域リハビリ専門職の

確保やスキルアップも進めます。こうした中で生活期(維持期)のリハビリや予防的リハ

ビリテーションを強化し、健康寿命の延伸、重介護への進行抑制を進めます。  

  

③ その他生活支援サービス  

このサービスについて国より示されているメニューの一つである配食サービスについ

て、総合事業移行後このサービス事業の枠組みの中で実施することを検討してきました

が、事業費の上限枠の中での事業展開に支障があったことから「介護予防お手本配食事

業」として地域支援事業の任意事業の枠組みの中で実施してきています。今後も同様の

形で実施を継続していきます。 

 

④ 介護予防ケアマネジメント  

新総合事業における介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが介護予防

サービスの利用がなく訪問型サービスまたは通所型サービスのみの利用をする要支援認

定者又は総合事業対象者に対してアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等

に応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成するものです。  

地域包括支援センターでは介護予防支援の他、この総合事業の介護予防ケアマネジメ

ントに係る介護予防サービス・支援計画書を作成しています。介護予防・生活支援サービ

ス事業の通所サービスについては、最終的には地域の通いの場での生活につなげるよう

な利用者の自立に向けたケアマネジメントにするために、身近に出かけられる場を意識

してケアプランに位置付けていくことが必要です。  

 

施策の方向性  

介護予防ケアマネジメントにおいては、単にサービス提供をケアプランに位置づける

だけでなく、利用者本人がその能力を生かして地域の様々な場へ積極的に参加すること

で、社会的つながりを作っていくという視点で支援し、さらに自らの意志で活動的な状

態を維持していけるよう支援します。  

  

⑤ 住民主体の新しいサービス資源の開発  

【生活支援体制整備事業】  

生活支援体制整備協議体を設け、専門資格がなくてもサービス提供ができる訪問型サ

ービスを創設し、「飛騨市支えあいヘルパー養成講座」を立ち上げ、その実施を地道に重

ねてきました。このことにより講座修了者も 100 名を超え、この中から少数ではあるも

のの基準緩和訪問サービス事業所で就業した方々によりサービス提供の形ができてきま

した。このほか講座を修了し、介護ボランティアポイント制度の中でボランティアとし

て介護現場でお手伝いいただける方も増えてきました。また、多くの方がすぐには活動

できないが自身の都合がつけば活動できるという方に対して創設した「支え合い人材バ
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ンク」への登録者も 78 名となっています。 

このように、生活支援コーディネーターが養成講座への受講を元気高齢者の通いの場

やシニアクラブ活動などで高齢者に声掛けをおこなうことで受講いただき、実際の就業

やボランティア、支え合い人材バンクなどにつなげたことで、人材の発掘と仕事のマッ

チングの流れが形になってきました。 

  

  施策の方向性  

ここまでの生活支援体制整備事業の取組の中で、人材の掘り起こしと仕事やボランテ

ィアなどへのマッチングもできるようになり、基準緩和訪問サービスも形になりました

が、その体制が本格的にサービス提供できる体制となるためには、地域包括支援センタ

ーと社会福祉協議会、サービス事業者との連携により、事業者のサービス提供量がもっ

と大きくなり、経営的にも安定した運営にしていけるようにすることが肝要です。 

今後は、事業所での支え合いヘルパーの就業を増やして基準緩和サービスの利用を推

進できるよう、各事業所への講座修了生の就業のマッチング調整をよりきめ細やかに実

施していくとともに、国で21時間のカリキュラムにより創設された介護の「入門的研修」

を市で開催し、この受講修了者も支え合いヘルパーとして就業いただけるようマッチン

グ支援を行っていきます。また、シニアクラブやシルバー人材センターの登録者なども

支え合いヘルパー養成講座や介護の入門的研修を受講していただくよう勧奨し、基準緩

和訪問サービスの稼働の拡充を図りながら、あわせて社会福祉協議会で実施している有

償の助け合いの仕組みである「あんきねっと」も重要な支え合い資源としてその拡充に

取り組むため、こうした受講修了者に「あんきねっと」の有償ボランティア登録を働きか

けていきます。 

  

（２）包括的な生活支援展開  
① 移動・交通  

・人口の減少や自家用車の普及により、公共交通機関を利用して移動する方が減少して

います。このため路線バスやＪＲの便数、バスの路線が減少してきました。  

・75 歳以上の方の自動車運転免許証の更新時には適性検査等が実施されるようになり、

年齢を理由に自主的に自動車運転免許証を返納する高齢者が増加しています。  

・高齢者が増加するにつれて、高齢者の日常生活における移動手段全般について課題と

なっています。  

・乗りなれない交通機関の利用に迫られるなか、利用方法が理解できないため必要なの

に利用せず外出しにくくなることもあります。  

・自家用車を持たない方の移動手段を確保するため、市でバスを運行しバス路線を維持

するために事業者に補助を行っています。特に高齢者の移動手段の確保は、日常生活

を営む上で大きな課題となっています。  

・古川地区では介護タクシーの運行が行われていますが、市内全域での運行は行われて

いません。神岡地区では福祉有償運送が行われています。  

・市では公共交通の利便性を図るため、ダイヤ改正などを行っていますが、高齢者が公

共交通のシステムを理解するには難しいとの意見もあります。  
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  施策の方向性  

市民の利便性がより向上するよう路線等を見直し、利用方法の説明を丁寧に行うこと

で利用の促進を図ります。神岡地区の福祉有償運送が継続するよう引き続き支援を行う

など、高齢者が移動しやすい交通手段の確保について取り組みます。  

また、介護ボランティアポイント事業の中で移動に困難を抱える方に対し、その友人

や近隣の知人などが自身の用事のついでに、その方のために自家用車で買い物等へ連れ

ていくような助け合いの形を推進できないか検討し、助け合い、支え合いによる移動に

対する体制づくりを模索します。 

 

 ② 買い物支援  

高齢者の買い物支援については、民間事業者の移動スーパーが市内全エリアに及ん

だことで移動に不安を抱える方々の日常生活の買い物を支える基幹的な役割を果たす

に至っています。しかし移動スーパーだけでは買い物において充足できないものも多

く、基幹的買い物支援策を補完する買い物の補足手段となる様々な支援策が必要であ

り、その補足手段の拡充に努めてきました。地域複合サロンによる宅配資源の紹介、宅

配支援の補助制度、公共交通の見直し等、現状基礎的な買い物支援の形ができたところ

です。しかし、この補足手段は利用頻度は少なくとも様々な買い物ニーズに対応する手

段が数多くあることが理想であり、この拡充が課題であるとともに移動スーパーも撤

退などのことがあると地域で暮らすことが不可能になる世帯も想定されますが、決し

て安定した商売というわけでもなく民間事業者が事業を安定的に継続できるよう市と

しても支援を続けていく必要があります。 

 

  施策の方向性  

移動スーパーの安定運営に資する支援を行いながら、民間商店や事業者の方々に高齢

者の暮らしの支援につながる商売に付帯した様々なサービスなどを数多く実施しただき

充実していくことが肝要と考えています。移動スーパーを取り巻く買い物補足手段の充

実が図られるよう、市もそのインセンティブにつながる支援策などを講じながら、民間

事業者の互助の力を引き出し、買い物手段の拡充に努めていきます。 

 

③ 雪下ろし助成事業  

自宅の雪下ろしが自力では困難な低所得高齢者世帯等に対し、業者等へ依頼した費用

の助成を行うことにより雪害を未然に防止し、冬期間の生活の安心・安全を確保して、在

宅生活の継続を支援します。  

平成 28 年度からは、対象者を事前に登録し、業者の手配を一括で受ける「雪下ろしサ

ポートセンター」を飛騨市建設業協会に委託し、市民への助成を現物支給とするなど、利

便性を図っています。  

降雪は、全地域に同時に起きることから、雪下ろしの依頼が集中するため、人員の手配

が課題となっています。市民の理解と協力を求め、順番に作業が出来るよう調整が必要

となっています。  
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  施策の方向性  

雪下ろしのできない高齢者が増える傾向にあるため、事業を継続します。 

 

④ 配食サービス  

高齢になると火の扱いでの心配に加え、意欲や身体能力の低下によって日常の食事に

おいて調理への支障が出ています。また、調理に慣れていない男性が独居になるケース

など、様々な状況変化により自宅での食事はスーパーの単品の惣菜や菓子パンなど偏り

がみられるケースも多く、こうした栄養バランスを欠く食事が常態化することで身体機

能の低下も危惧されているところです。 

高齢者の日常の生活を支援する中で日常の食事環境を整えること、また虚弱を防いで

いくためにも高齢者の栄養摂取状況に着目しフレイル予防を進めていくことは、介護予

防の取組においても最重要ポイントとなっています。 

平成 30 年度から市でもお手本配食事業を立ち上げ、現在２事業者に委託をし神岡エリ

アで始まりましたが、令和２年度に入り古川エリアにも拡充できたところです。地域包

括支援センター職員やケアマネジャーにおける高齢者の栄養摂取の支援意識をまずは高

め、ケアマネジメントにおいてその視点をきちんと持ってもらえることが肝要ですが、

このお手本配食事業もそうしたケアマネジメントの質の向上も図りながら、栄養摂取に

課題のある高齢者にきちんとした食事をしていただく一助となってきています。またこ

うした栄養摂取課題にアプローチしているケアマネジメントは自立支援の観点でも非常

に深みのある効果的なものとなっていることもこの事業の実例を通し確認しているとこ

ろです。  

しかし、まだまだ件数は少なくもっと積極的な栄養摂取支援をしていく必要があり、

ケアマネジメントにおける栄養摂取支援の意識をさらに高め、実際のケアマネジメント

で積極的に取り入られていくようケアマネへの啓発が課題となっています。 

 

  施策の方向性  

お手本配食事業の積極的活用が進むよう、ケアマネジャーや地域包括支援センター職

員へ活用検討会やフレイル予防のケアマネジメント支援などを開催し、事業の普及に努

めていきます。 
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（３）在宅生活への支援(市独自の高齢者生活支援事業)  

■現況-----------------------------------------------------------  

市内には元気な高齢者も多く、その方々の健康維持、健康寿命の延命を図るため、でき

る限り外出を促すなど、市民の状態に応じた段階的な支援を行っています。  

それぞれの事業について課題はありますが、いずれの事業も継続が求められています。  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

地域支援事業において今後様々な訪問型・通所型の生活支援を実施しますが、この事

業の枠組みだけでは応えられない高齢者の生活支援ニーズに対しては、常に実態を把握

しながら適切に対応できるよう事業を検討するとともに、従来の事業についても実施形

態を検討します。あわせて現制度内容の見直しの実施や、新たな制度の創設を目指しま

す。また、保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進を図ります。 

  

① 緊急通報装置設置事業  

ひとり暮らしの高齢者等が自宅において、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対

応を図ることで安心して生活できるよう、緊急時の連絡用として通報装置を設置する事

業です。  

病気等の緊急事態の対処のほか、設置者からの健康や心配ごとの相談、センターから

月１回の安否確認を行うことで日常生活の不安を解消します。 

  

  施策の方向性  

ひとり暮らし高齢者の増加が見込まれるため、高齢者が安心して在宅生活を続けられ

るよう事業を継続しますが、近年遠隔通信によりスマートフォン等と連動した緊急時の

把握も可能な最新の機器なども多数開発されており、現在契約している機器については、

現行機種より有益な最新機器と機種を変えていくことや数機種から選択できるような形

など、より有益な機器を令和６年度からの更新に向けて検討します。 

 

② いきいき地域生活応援事業  

70 歳以上の高齢者に対し住み慣れた地域で健康で自立した生活ができるように、温浴

施設、タクシー、マッサージの利用助成を行う事業です。順次使用できるサービスや内容

をリニューアルし、利用範囲の拡大を行ってきました。 

しかし、市街地から離れた地域では利用できるサービスメニューが少なく、活用でき

ないことが課題となっています。 

また、市の高齢者生活課題も在宅で暮らし続けられる地域包括ケア推進が向かうべき

方向であり、外出による健康維持だけでなく家から出づらい方への健康維持支援や生活

支援も重要です。事業趣旨も見直し、現行の地域課題にあった支援の拡充が必要です。 

  

 

 



第４章 施策の展開 
 

69 
 

  施策の方向性  

地域包括ケア推進の観点から事業の趣旨を外出支援に特化せず、在宅でいつまでも元

気に暮らせる支援を目的とした趣旨に位置づけ、事業名称も「いきいき健康増進事業」か

ら「いきいき地域生活応援事業」と改名し、従来の利用途に加え在宅生活を支援するた

め、訪問系のサービスや商店の宅配等様々な民間サービスにもその利用途を広げて活用

を図ります。  

  

③ 高齢者短期入所事業  

高齢者本人や介護する家族等の事情により、一時的に高齢者本人を養護老人ホーム等

に短期間入所させることにより、認知症高齢者の緊急保護や虐待からの避難などへの対

応を図る事業です。 

 

 施策の方向性 

高齢者の在宅生活における緊急事態に即時円滑に対応できるよう戦略的に改正した市

要綱を活用していくとともに、民間の高齢者福祉施設の空きがある場合に活用をしてい

けるよう取り組んでいきます。  

  

④ 高齢者等屋根融雪等整備事業補助金  

冬期の住宅環境の改善を図るため、融雪式・落雪式・耐雪式による克雪対応の住宅を新

築、改修等する場合、補助金を交付しています。 

  

  施策の方向性  

雪下ろしのできない高齢者が増える傾向にあるため事業を継続し、分かりやすい周知

の検討を行います。  

  

⑤ 災害時要援護者台帳整備事業  

平成 30 年４月１日より「災害時要援護者支援制度」を一新し「飛騨市避難行動要支援

者支援計画」を策定し、避難行動要支援者名簿と個別支援プランの作成に取り組んでい

ます。しかし、プランの存在を認知されていない地域に対しては、情報提供のあり方につ

いて検討を進めます。  

  

  施策の方向性  

災害時に行政のみで市民を救うことは難しく地域の力が不可欠です。この情報を元に

行政と地域と当事者が親密に連携し、すべての市民の命が助かるよう活用方法を検討し

ます。   
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（４）介護者支援  

■現況-----------------------------------------------------------  

要介護高齢者が住み慣れた自宅で生活を続けるためには、公的な各種サービスは必要

ですが、在宅で高齢者を介護し支えてくれる家族等の存在が重要です。  

飛騨市でも献身的に在宅介護される方が多く、介護疲れや金銭的な負担などを感じて

いる方もあることから、介護者へのケアが大変重要となっています。  

在宅介護を続けるためには、介護者のリフレッシュの場や金銭面での負担軽減が求め

られており、同じ介護者同士、悩みの理解できる方との交流、語らいの場、介護方法等で

情報交換していくことが必要となっています。  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

現在行っている事業を継続するとともに、家族介護者支援については認知症カフェな

ど既存の相談機能を生かした活動や、居宅介護支援事業所と連携した介護者相談会など

実効性のある支援メニューを検討します。  

  

① 家族介護応援手当支給事業  

在宅で要介護３以上の高齢者を介護する方に対して、月 10,000 円の介護応援手当を支

給する事業です。  

平成 29 年度より「介護支援手当」から「家族介護応援手当」と名称変更し、準被介護

者、乳幼児を在宅で介護している方に対しては、ダブルケア加算を追加。令和２年度から

常時おむつを使用している高齢者の介護者にゴミ袋の支給を開始し、支援を拡充しまし

た。 

  

  施策の方向性  

今後、在宅医療の必要性が求められる中、介護者の支援は欠かせないことから、事業を

継続するとともに、介護者の声やケアマネジャーの声も聴きながら、施策の充実につい

て検討を行います。     

 

② いきいき住宅改善助成事業  

在宅生活に支援や補助、見守りが必要な高齢者等と同居する一定所得基準以下の世帯

に対し、住宅をこの高齢者等に適するよう改修するための費用を助成することにより、

在宅での自立した生活の支援、家族介護者の負担の軽減を図る事業です。  

  

  施策の方向性  

本計画の基本目標３の中で、多様な住まいの確保として、サービス付高齢者向け住宅

等の重要性を示していますが、住み慣れた自宅を改修して生活を続けることは住まいの

支援の基本であると考えています。今後も、高齢者等が在宅で自立した生活を送れるこ

とにつなげていくためにも、この事業をより推進していきます。   
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③ 家族介護支援事業  

平成 24 年度から、介護者を支える会を年に２～３回開催し、座談会や講習会等を通し

介護者同士の集いの場を提供しています。また、古川地区と神岡地区では、認知症カフェ

を開催しています。  

  

  施策の方向性  

近年、介護者を支える会への参加者が少なく、市内事業所が開催している介護者の会

を紹介するなど、市内事業所との共催の在り方の検討をしていますが、今後は認知症カ

フェを介護者支援の核にも位置づけ、その取組を深めていきます。 
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３ 支えあう仕組みの構築  

（１）見守りネットワーク  

■現況-----------------------------------------------------------  

〇本市は、年々高齢化が進みひとり暮らし高齢者や老々介護世帯が増えるなど、種々の

課題を抱える世帯が多くなってきました。また近年では、核家族化や近所づきあいの

希薄化など、家族や近所同士での助け合いも減り社会環境の変化による高齢者の孤立

が懸念されています。  

〇地域で孤立し困っても相談や助けを求め相談する人がおらず、問題が深刻化するケー

スがあります。高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、

地域住民を主体とした見守りネットワークの構築が必要とされており、地域と飛騨市

社会福祉協議会がその構築を進めています。一部の地域では、市民が主体となる組織

が立ち上がり活動しています。また組織化されていなくても、実際に見守り活動が行

われている地域もあります。  

〇現在飛騨市社会福祉協議会において市内の関係事業者 14 社と協定を締結し、業務で戸

別訪問された際に異変等を発見したら通報していただく「事業者による見守り事業」

を展開し、見守り活動を推進しています。 

〇「地域見守り相談員」を３名配置し、市内の一人暮らし高齢者宅等を訪問し高齢者の見

守りや困りごとを伺い、民生児童委員との情報共有など連携を図りながら、懸案事項

は関係機関へ「つなぐ」などの活動を行っています。 

  

■課題-----------------------------------------------------------  

地域には高齢者だけでなく、子どもや障がい者など見守りを必要とする人が生活して

おり、そのような方々が抱える課題に対し地域住民だけでは対応や支援が難しいケース

も増加しています。そのため、飛騨市社会福祉協議会や地域包括支援センター、地域包括

ケア課等の関係機関が、地域の方々や民生児童委員等とより連携を深め、相談しやすい

関係づくりを推進していく必要があります。  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

〇見守りネットワークの立ち上げは、その地域の特性に応じて市民による主体的な活動

となるよう支援していく必要があります。そこに暮らす人たちの気持ちに寄り添い、

関係機関や地域と充分な連携を図りながら、見守りネットワークの組織化を推進して

いきます。  

〇地域での取り組みと併せて緊急通報システムなど現在行われている高齢者の見守りに

関する事業を推進し、多くの目で高齢者への見守りを行っていきます。  

〇新聞配達等の安否の確認が可能な事業者の協力を得て、緊急時だけでなく日頃から高

齢者を見守る活動を推進し、その活動を支える体制の構築を図ります。  

○認知症高齢者の徘徊等に対しては、警察や地域の商店等が関わった、より広範な見守

り体制を構築します。  
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（２）災害時・緊急時の支援  

■現況-----------------------------------------------------------  

〇市では、平成 30 年度に災害対策基本法及び飛騨市地域防災計画に基づき、災害発生時

に避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するため、国の「避難行動要支援

者の避難行動に関する取組指針」を踏まえ、「飛騨市避難行動要支援者計画」を策定し

ました。 

〇この計画では災害時に適切な行動をとるため、各地域において災害時の避難にあたっ

て支援が必要となる人を特定し、日常の状況把握に努め、その一人ひとりについて災

害時に誰が支援してどこの避難所等に避難させるかなどを事前に定めておく「災害時

個別支援プラン」の作成について定めています。区、自治会、自主防災組織、民生児童

委員などの避難支援等関係者は、この個別支援プランを活用して災害発生時の迅速な

避難支援や日頃の見守り活動を通して地域における避難支援体制の整備推進を図って

います。(令和２年 11 月１日現在、災害時個別支援プラン作成対象者数 848 名、作成済

数 791 名、策定率 93.3％、未策定者 57 名) 

 

■課題-----------------------------------------------------------  

地域における避難支援体制が既に整備されている地域もあれば、様々な事情により整

備が進まない地域もあるため、見守りネットワーク研修会や防災訓練等を通じて避難支

援体制の構築に向けた支援が必要です。 

災害時個別支援プランの作成は、残り 57 名(令和２年 11 月１日現在)となり、順調に

進んでいますが、神岡エリアの策定率については、全体の策定率 93.3％よりも低い、

87.1％に留まっていることから、地域の実情に合わせた支援体制の構築が必要となって

います。 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

〇今後も「災害時個別支援プラン」の更新を継続して行うほか、地域全体の防災意識の

向上を図るため、見守りネットワーク研修会等を活用して日頃の見守り活動と防災を

関連づけていき、地域における避難支援体制の整備等を推進するよう啓発します。 

〇災害時個別支援プランの策定率が低い神岡エリアにおいては、特に一部策定が進んで

いない地域を重点的に地域包括ケア課の地域見守り相談員が要支援者宅を訪問する形

をとり、民生児童委員とも情報共有し、相談の上、地域にあった方法で策定に向けて

取り組みます。 

〇地域で防災訓練を実施する際は、要支援者の避難支援訓練を取り入れ、地域での支援

体制を確認する機会をもつよう啓発します。  
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（３）防犯・安全対策  

■現況-----------------------------------------------------------  

〇交通事故による高齢者の被害が増加しています。事故においては高齢者が加害者とな

ることもあり、道路横断中の事故をはじめ運転中の出合い頭の事故など、身体能力の

低下による交通事故が多くなっています。市ではサポカー購入助成や急発進抑制装置

導入支援などの策を講じ事故防止に努めています。 

〇道路交通法の改正によって 75 歳以上の方の免許更新が難しくなり、免許証の返納が増

えています。市では返納者に対しいきいき券の交付などの生活支援策を講じています。 

〇悪質商法や振り込め詐欺などは日中家にいる高齢者が被害に遭いやすく、手口も年々

巧妙かつ悪質化しています。令和２年度からは圏域別地域ケア会議に消費相談担当職

員も加え、圏域別地域ケア会議を消費者安全確保地域協議会として位置づけ、関係者

の情報共有を行いながら対策を協議する体制を整えました。 

 

■課題----------------------------------------------------------- 

〇運転免許証を保有する 65 歳以上の高齢者の増加に伴い「事故をいつ起してもおかしく

ない運転をしており、やめさせたい」というご家族からの相談等も増えています。 

〇免許証の返納により活動範囲が極端に狭くなるなど、移動手段の充実が必要となって

います。  

〇悪質商法や振り込め詐欺の電話がかかってきた際に身近な人に相談するなど、自分自

身を守るための知識が必要です。  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

〇交通安全 

高齢者の交通事故を未然に防止するため、高齢者を対象に交通安全教室や運転技術講

習会受講への普及啓発を推進します。あわせて、免許返納ができない高齢者に対して

は、安全運転サポートカー(サポカー)の購入や後付けの急発進抑制装置導入の啓発を

していきます。 

〇運転免許返納者への支援 

運転免許証を自主返納された高齢者等の日常生活への影響が大きくならないよう、現

行の支援をベースに返納者の生活実態を把握しながら適切な支援策を随時講じていき

ます。 

〇防犯対策 

市内で振り込め詐欺と思われる不審な電話が発生した場合は、警察とも連携しながら

同報無線や地域等の会合や行事等において注意喚起を行っていきます。  

〇その他 

消費者安全確保地域協議会として位置付けた圏域別地域ケア会議で情報共有を行い、

関係機関での対策協議を深めながら、悪質商法や振り込め詐欺などの被害を未然に防

止し、消費生活に関する知識の市民への普及を図ります。   
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基本目標３ 安心を確保する医療福祉基盤の整備  

１ 介護人材確保とその基盤の整理  

（１）介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤の充実  

■現況-----------------------------------------------------------  

介護離職ゼロの実現には現状のサービス基盤の維持が不可欠です。介護サービス事業

所の介護人材も高齢化しており、その人材を減らさない取り組みを行いながら既存の介

護サービス事業所の中でも本市の特徴として提供量の少ない在宅サービス部門の事業所

において、介護人材をニーズに合わせ可能な範囲で増員を図ることがポイントとなって

います。そのため、サービス基盤の確保、推進には介護人材確保の取組が何よりも重要と

なってきます。介護人材確保については平成28年度より強力に推し進めてまいりました。 

平成 28 年度に神岡地区の特別養護老人ホームの 20 床増床分が介護スタッフ不足によ

り供用開始できない、古川地区の特別養護老人ホームでも退所による空床ができても介

護スタッフ不足により待機者に入所いただけないなどの事態で表面化した介護人材不足

問題に対し、そのときから市でも大胆かつ重層的な介護人材確保策や介護ロボット導入

などの少人数スタッフで運営できる介護現場づくりへの支援を講じ、事業者と２人３脚

で取組んできた結果、現在特別養護老人ホームの増床分はすべて稼働するに至りました。 

ただ、市直営の介護老人保健施設では介護人材の減少により定員までの入所制限状態

を解消できず、定員を減らしたうえで指定管理者制度に移行し、介護医療院に転換する

ことで現在ようやく落ち着いた運営となっています。 

しかしながら介護人材の充足については、どの事業所も切羽詰まった状態であること

は変わらず、ギリギリの運営を強いられています。これまで創設してきた様々な視点か

らの重層的な各種介護人材確保施策も様々な場面で活用され、人材確保や離職防止につ

ながり、職員の減少傾向に歯止めはかかったものの職員の増加までには転じられず、人

員数は横ばいの状態が続いています。特に神岡地区では高齢化率が 45％を超えており、

働き手の確保がますます厳しい状況にあり、外部からの人材投入が欠かせない状況にな

ってきています。 

そのような中、国の制度緩和により外国人介護人材の確保の機会が増大したことから

外国人介護職の就業実績がなかった市内事業所への外国人介護職の確保に対し、様々な

支援策を講じながら特に注力してきました。その甲斐もあって外国人技能実習制度、Ｅ

ＰＡ、留学による介護福祉士取得と３つの入管ルートでそれぞれ実際の確保や継続確保

の流れができ、今後の見通しがようやくたったところです。外国人材の登用により横ば

いで中々増加に結び付かない介護人材確保状況を、少しでも増加に転じさせるよう今後

も注力していきます。  
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■課題----------------------------------------------------------- 

〇介護業界における夜勤者の確保は引き続き難しさがあります。 

〇神岡地区では介護施設等介護基盤は大きく、多くの介護人材が必要となりますが、峠

越えの通勤となるため古川地区から働き手の確保も難しく、高齢化率も高く労働者人

口自体も減少していく流れであるため、今後それを維持するだけの介護職の継続確保

には困難さがあります。これによりＵ・Ｉターンや外国人など外部からの労働者確保

の取組が重要になります。 

〇古川地区の介護施設においても外国人の登用を進め、多様な人材確保の基盤を作って

いくことが将来を見据え重要です。 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

介護人材確保の取組に今後も終わりはないと考えています。現在も行っている様々な

視点からアプローチできる市の介護人材確保施策を、常に改良・改善を加えながら介護

事業者の人材確保に活用できるよう整えていくことが必要です。特に外部からの人材流

入施策としてＵ・Ｉターン者の確保や県内専門学校との若手介護人材育成連携協定によ

る外部人材の取込確保策は現行施策を順次拡充し、取組む必要があります。また外国人

介護人材の登用は神岡地区で実績をだしながら成果とノウハウを蓄積し、古川地区への

普及に向けてその土台を築く流れで当面着実に進めいく必要があります。 

 

（２）在宅の限界点を高めるサービス資源の整備  

■現況-----------------------------------------------------------  

〇飛騨市は広大な面積があり、中山間地域に立地する自治体です。人口密集地域が少な

く集落が点在し、集落間の距離も長く降雪等により冬期間の移動が不便といった特徴

があります。そのため在宅への訪問系サービスにおいては、事業者が都市部のような

効率的なサービス提供ができず、訪問介護の利用は伸びてはいるものの、全国の利用

状況と比較すると少ないのが現状です。  

〇在宅介護において利便性の高い短時間の訪問介護などもなかなか普及せず、通所介護

主体になっています。山間集落部では、冬期間になると通所介護の送迎が困難になる

地域もあり、短期間の施設サービス利用をせざるを得ないケースもあります。  

○単身や夫婦のみの高齢者世帯が増加し、高齢者のニーズが介護も含めて多様化する中、

地域包括ケアシステムの構築に向け、地域生活の最も基本的な基盤である高齢者の住

まいの確保は、ますます重要となっています。  

〇高齢者にとって住宅は、長年住み慣れた地域社会の中で、できる限り自立して安全で

快適な生活を送るための基盤であり、在宅福祉サービスを利用するための基礎となる

ものです。また、住宅の段差、階段などの移動は大変危険であり、室内環境の整備は切

実な問題となっています。  

〇ひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯の増加に伴い、良好な住環境を維持し

ていくことが課題です。  

〇認知症や精神疾患等により自宅での生活等対応が難しいケースが増加しています。 
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〇多様な高齢者向け住まいが整備されていく中で、その選択肢の一つである「サービス

付き高齢者向け住宅」についても重要な住まいの一つとして位置づけられています。 

〇昨今の甚大な災害の発生や新型コロナウイルス感染症に対する備えの充実が、重要と

なっています。 

  

【ケアマネジャーアンケートから見える本市のサービスニーズ】  

〇ケアマネジャーアンケートからは、在宅生活を支えるために必要なサービスとしてリ

ハビリ系サービス、医療依存の高い方や認知症の方に対応したサービスが必要との回

答が多くなっています。これらは自立支援のために大変重要なサービスですが、リハ

ビリ・医療系のサービスは高山市の事業所を利用している状況で、飛騨市のサービス

の必要な方が円滑に利用できない状況にあります。また、介護保険以外のサービスに

おいても訪問診療等在宅医療の充実や外出支援、高齢者の生きがい支援につながる居

場所づくりなどが挙げられました。  

 

 【介護サービス事業新規参入に係る本市の実情】  

〇民間事業所では、夜勤ができる介護福祉士・介護士や訪問介護員の確保に向けて求人

を続けていますが、その応募はわずかで増員につながっていない状況です。また、一度

に何人もの人材を確保することも大変困難で、仮に確保できるとしても他の事業所か

らの引き抜き等が行われ、地域の介護事業所の混乱を招くといった声も聞かれていま

す。そのため、ある程度大きな規模のサービス事業所の新規開設は、人材確保の面で困

難な状況となっています。  

〇介護施設の新規開設は、開設できる法人が社会福祉法人等に限られ、医療・介護の人材

を一度に多数確保する必要があるため現実的には無理な状況です。  

〇介護施設の入所待機者はあるものの現状逼迫したような状況にはなく、新規の介護施

設整備の必要性はこれまでとみると少し弱まってきていると思われます。また、介護

ニーズをとらえることもですが、現役世代の減少が進むと見込まれる人口動態からも

それを支える介護従事者数の更なる減少等が見込まれ、現行のサービス提供体制の維

持自体が大きな課題ともいえる状況です。 

 

■課題----------------------------------------------------------- 

〇ひとり暮らし等のため冬期間になると除雪や移動の問題で生活がしづらくなり、自宅

の暮らしがしにくくなっているケースが増えています。  

〇高齢者が望む個々様々な暮らし方として、その多様なバリエーションに対応できるよ

う多様な住まいと既存の在宅サービスの拡充、サービス等をマッチングしていく視点

が必要です。  

 

  

  



第４章 施策の展開 

78 

 

【ケアマネジャーアンケートから見える本市のサービスニーズ】  

〇第６期においてグループホームや小規模多機能居宅介護が整備されたこと等もあって

施設ニーズはある程度解消されていると見受けられます。今後、さらに増える認知症

高齢者や医療ニーズが高い高齢者など、様々なニーズにどのように対応するかが課題

となっています。  

  

■今後の方向性---------------------------------------------------  

〇高齢期を安全・安心に過ごすためには、安心で豊かな生活にとって不可欠な基盤であ

る「住まい」の確保が必要です。しかし、団塊の世代が高齢期を迎える中、暮らしてき

たスタイルや暮らしの考え方は以前に比べ多様化し、また、プライバシー意識も高ま

っています。そうしたニーズに合う住まいの整備や改修を希望する方が増加すること

が見込まれるため、住まいの新規建設や従来施設の改修、冬期居住等、今後のニーズに

合った検討が必要になっています。  

〇ひとり暮らしや高齢者夫婦のみの世帯については、身体機能の低下がみられてくると

その暮らしのもとになる住宅改修などの適切な支援が必要です。その改修もより在宅

生活の限界点を上げるため、リハビリ専門職による専門的な視点で効果的な改修を行

えるようリハビリ職の関与を推進していきます。 

〇高齢者の介護が必要となって最も安心できる住まいでもある介護施設の新規整備は、

人口動態見込みや介護職の不足状況も含め、現実的に無理があるととらえています。

サービス付き高齢者向け住宅などの住まい資源の拡充対応に「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護」などの在宅サービスの限界点を高める在宅サービスを使いながら介護

施設に近いサービスが受けられる体制を目指し、事業者への住宅整備を促進します。 

飛騨市としては、何よりも介護人材の確保を促す施策を優先的に実施し、施設ニーズの

代替になりうる居住系、在宅系のサービスの拡充を進めてまいります。  

 

① 養護老人ホーム  

養護老人ホームは、概ね 65 歳以上の高齢者で環境上の理由および経済的な理由により

居宅において生活することが困難な方が入所する施設で、生活に困窮する高齢者のセー

フティネットとして大きな役割を果たしています。現行の養護老人ホームは老朽化によ

り建て替え整備を行い、令和２年４月１日から全室個室として新施設の供用を開始して

います。養護老人ホームの入所措置者の適応者は今後も減少することはないと考えてお

り、安定的なホーム運営を指定管理者制度により進めてまいります。 

 

  施策の方向性  

新施設は、令和２年４月１日から供用開始となっております。引き続き、引きこもり等

の課題が懸念されますが、運営者と綿密な連携をとって適正な施設運営を推進します。 
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② 有料老人ホーム  

有料老人ホームには、「介護付」「住宅型」「健康型」など、施設での生活に形態による

種類があり、老人福祉法に位置づけられた、日常生活上の必要な便宜を提供する施設で

す。市内には古川地区に民間事業者が経営する住宅型有料老人ホームが２施設あり、そ

れぞれデイサービスや小規模多機能型居宅介護と併設されています。当該施設で介護が

必要になった場合は、ケアマネジメントを通じて状態にあった適切な在宅サービスを利

用し、介護が必要になっても安心して暮らせるように入所者のニーズの反映に取り組み

ます。 

  

③ サービス付高齢者向け住宅  

高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいであり「高齢者の居住の

安定確保に関する法律」に基づく住宅で、一般的な賃貸住宅よりも高齢者が住みやすく

借りやすい住宅です。  

現在飛騨市には、民間事業者が経営する住宅が古川地区に２棟、神岡地区に１棟あり

ます。居住の権利と安否確認、生活相談が保証されており、在宅介護サービスを受けるこ

とで介護が必要になっても安心できる住まいとなります。 

  

  施策の方向性  

有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅は、ともに高齢者が安全で安心した生活

ができる住宅という市民の多様な住み方の選択肢であることから、運営事業者との連絡

も密にとりながら地域における貴重な高齢者の住まい資源として、市民に適切な情報提

供をしていきます。特にサービス付高齢者向け住宅は、独居・高齢者世帯が増加している

中、地域包括ケアの「住まい」の部分の柱となり、さらなる事業参入に向け促進していき

ます。  

サービス付高齢者向け住宅が、デイサービスなど在宅サービスを併設して参入する場

合は、サービスの供給量や介護人材の確保の点で課題があるため、当市のサービス供給

体制を総合的に検討して参入事業者との調整を行います。  

  

④ 低所得者の住まい・冬期間の住まいの検討  

地域包括支援センターへの相談ケースには、無年金・低所得者、あるいは身寄りの無い

高齢者の生活相談が増えています。また、当市は豪雪地域で冬期間の在宅生活に不安を

抱かれる方が、サービス付高齢者向け住宅を冬期間だけ契約する事例も増えています。

高齢者の独居世帯、高齢者夫婦のみの世帯がますます増加することが予測される中、高

齢者が安心して安全に暮らすことができる住まいの確保が大きな課題となっています。  

  

  施策の方向性  

サービス付高齢者向け住宅の冬期間のみの短期契約の活用や、市営住宅、民間賃貸住

宅、空き家等の活用と社会福祉法人や社会福祉協議会、不動産事業者等と連携した見守

りなどの生活支援を含む居住支援を検討します。  
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⑤ 介護サービスの整備の方向  

 

≪施設・居住系サービス≫  

 

（ア）介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設  

要介護状態の入所者に対し、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健

康管理および療養上の世話などを行います。30 名以上の定員の施設は「広域型」として

県が指定しますが、29 名以下の定員の施設は「地域密着型」として市が指定します。 

新規入所は原則要介護３以上の人となりますが、要介護２以下の人についても、介護

者がいない等の国の定めた指針、自治体と施設等が定める具体的な指針に基づき、要件

に該当すれば入所は可能です。入所希望者の状況を確認した上で、在宅での生活の継続

が困難と認められる場合には、適切な特例入所が行われるよう施設との調整に努めます。  

   

広域型 現況：３か所、定員 282 人 

地域密着型 現況：１か所 定員 29 人 

１年以内に入所を希望する要介護３以上の自宅での入所待機者は、令和２年６月の特

別養護老人ホーム入所待機者調査結果で 48 名となっています。 

  

  施策の方向性  

第５期計画で整備されたが介護人材不足により休床となっていた 20 床については、第

７期に入り平成 30 年度中に人材確保の末、供用開始でき、他の既存施設でも増床の意向

はなく、また新規開設は地域の介護人材の不足により到底臨める状況にはないことから、

現状を維持するものとします。 

  

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 
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地域密着型介護老人福祉施設 
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（イ）介護老人保健施設(老人保健施設)  

病状が安定期にある要介護状態の入所者に対し、看護、医学的管理下における介護お

よび機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、高齢者等の在宅復帰

を支援していく施設です。医療法人のほか社会福祉法人、市町村、厚生労働大臣が定める

公益的団体に限り開設できます。  

市で開設していた施設は、令和２年４月に介護医療院へ移行することにより、市内に

介護老人保健施設が無い状況となりました。また、高山市や富山市にある当該施設の利

用も多い状況となっています。  

    

  施策の方向性  

新たな整備参入事業者がないことと、医療・介護職の確保の状況をみても新規開設は

見込みづらいことから、近隣市の施設を利用していただけるよう入所支援を行っていき

ます。  

   

介護老人保健施設(老人保健施設) 
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（ウ）介護療養型医療施設・介護医療院  

増加が見込まれる医療・介護ニーズの対応に向け、日常的な医学管理が必要な重介護

者の受入れや看取り、ターミナル等の医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた介

護医療院の需要が高まる中、令和２年４月より市の介護老人保健施設が、介護医療院へ

移行しました。また、介護療養型医療施設としてサービス提供している 55 床の施設につ

いて、運営法人において介護医療院への移行を見据えておりますが、令和６年度末経過

措置期限まで現状のまま運営される見通しとなっています。 

  

  施策の方向性  

市の介護医療院は、移行したところであるため、状況を見極めながら、現状床数を維持

するものとします。  

  

介護療養型医療施設・介護医療院 
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（エ）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 

認知症高齢者(要支援２・要介護者)に対し、共同生活を営む住居において、入浴・排せ

つ・食事等の介護など日常生活上の世話や機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生

活を送れるようにします。  

  認知症高齢者が長年住み慣れた地域社会の中で、その人らしく安心して穏やかに過ごせ

る共同生活施設として、また、認知症の専門的な知識を有しているスタッフが地域密着

型の相談窓口として機能する重要な拠点です。  

認知症の要介護認定者は増加する見込みであり、計画的に順次増床していくことが必

要です。     

 

  施策の方向性  

本市においては、本サービスのニーズは高いものがあります。地域において、認知症に

なってもその能力を活かしながら、穏やかに日常生活を営むことを支援するグループホ

ームは、本人らしい暮らしを続ける上で、重要な役割を果たしています。第７期中には計

画どおり１事業所９床を増床し一定数のニーズ対応ができましたが、介護人材不足、需

要と供給のバランスを勘案し、現状を維持するものとします。  

  

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 
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（オ）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  

(地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護予防特定施設入居者生活介護) 

介護付有料老人ホーム、介護付のサービス付高齢者向け住宅等に入所している要介護

者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活や機能訓練、療養上の世話を

行います。なお、定員 29 名以下の小規模な施設は地域密着型サービスとなり、市の指定

となります。  

本市で開設している事業者はありませんが、住所地特例により他市町村の施設を利用

している方がいます。  

  

  施策の方向性  

既存または新規で開設を希望するサービス付高齢者向け住宅事業者等と日頃より情報

交換を緊密に行いながら、市民や参入事業者のニーズを注視していきます。また、親族の

関係などから市外にある施設に入居し、住所地特例による給付を受けるケースも増える

と思われるため、サービス給付は増加するものと見込んでいます。  

    

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 
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≪在宅系サービス≫  

 

（ア）訪問介護・第一号訪問介護事業  

居宅にホームヘルパーが訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世

話を行います。  

要介護者の利用の伸びが大きく、在宅での生活継続する上では最も重要なサービスで

あり、そのニーズは高くなるものと見込んでいます。また、短時間の訪問介護サービス提

供を行うことで在宅介護の限界点を上げられる形になることをこれまでの種々研修等で

把握してきているが人員不足もあり、そのサービス提供を十分にこなせる提供体制とは

なっていません。医療ニーズへの対応への医療連携、在宅介護の限界点を上げる方向性

の中で訪問介護事業所への体制強化が望まれるところであるが、新規のヘルパー入植者

が少なく、現行のヘルパーも高齢化してきており現状のサービス提供体制に余裕がまっ

たくない状況にあります。ヘルパーがひとり欠けるだけでもサービス提供体制に大きな

影響が生じる状態でヘルパー確保が喫緊の大きな課題となっており、市内訪問介護事業

所とケアマネジャーに集まっていただき打開策の協議を進めている状況です。 

 

  施策の方向性  

事業の継続・拡充にはホームヘルパー確保という大きな課題があります。軽度者や生

活支援サービスのみの方などは専門のヘルパーサービスから基準緩和のヘルパーサービ

スに移行することで専門職の業務量を中重度者に傾注できるような流れを構築するよう

取り組みます。また、飛騨市支え合いヘルパー養成講座、介護の入門的研修、介護職員初

任者研修を市で実施し、人材育成をさらに強化するとともに、古川地区でも基準緩和ヘ

ルパーの利用が進むようケアマネ等に対してサービス利用を推進するよう取り組みます。 

また、短時間訪問介護の推進についても事業者とケアマネジャーとの協議を行い、推

進していけるよう取り組みます。 
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訪問介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第１号訪問介護事業の見込みについては、下記の項目内

へ記載第４章施策の展開２介護予防・生活支援の充実  

(１)介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)  
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（イ） 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護  

居宅へ訪問し浴槽を提供して入浴の介護を行い、身体の清潔の保持、心身の維持等を

図ります。市内では１事業所のみの提供となっています。夏期間にニーズが多く、冬期間

にニーズが少ないなど季節により利用の変動があります。  

生活の継続には必要なサービスではありますが、利用者数が少なくサービスの維持が

課題となっており、平成 28 年度より基準該当訪問入浴介護として登録し、人員基準の緩

和を図っています。 

  

  施策の方向性  

施設の利用による入浴が中心となる中、利用者の増加を見込めず事業の継続が難しく

なってきていますが、送迎の困難な要介護者によっては、生活の継続に必要なサービス

であるため、今後も継続して提供体制を維持する予定としています。しかし事業者の負

担も大きく、サービスが継続的に運営ができるよう、新規事業者の参入や事業の拡充な

ど新たな運営形態を検討して行きます。  

  

  

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 
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（ウ） 訪問看護・介護予防訪問看護  

看護師等が、病状の安定期にあり訪問看護が必要と主治医が認めた要介護者等の居宅

へ訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。医療と介護の連携において中

核となるサービスであり、在宅での看取りは訪問看護が機能していないと行うことはで

きません。神岡地区では、飛騨市民病院の訪問看護ステーションに代わり、岐阜県看護協

会の訪問看護ステーションが事業を引き継ぎました。  

また、新型コロナウイルス感染症の影響により入院での面会ができないことから、自

宅で看取りたいという希望も増加しており、今後も利用の増加が見込まれるサービスで

すが、看護職の確保という課題があります。  

  

  施策の方向性  

看護職の確保についても介護職と同様に推進し、サービスの安定供給体制を確保しま

す。また、市内看護師の連携を深め、新たな看護師の発掘や育成にも積極的に力を入れま

す。  

 

訪問看護・介護予防訪問看護 
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 （エ）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  

理学療法士や作業療法士等が、要介護者等の居宅へ訪問し、理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持・回復を図ります。 

市外から本市へのサービス提供も増加傾向にあることやケアマネジャーが求めるサー

ビスとしてもニーズの高い状況にあります。  

高齢者リハビリ元気推進プロジェクトの実施の過程で、市の施策も活用いただきなが

らサービス事業者におけるリハビリ専門職の確保が進み、サービス提供量の拡充が図ら

れ、訪問リハビリの提供体制は第７期で大きく伸ばすことができました。 

   

  施策の方向性  

訪問リハビリ提供体制の強化の流れを引き続き堅持し、サービス提供体制の安定を図

っていくとともに、さらなる高齢者の在宅生活をより質の高いものとするためにも、リ

ハビリ専門職の確保体制も維持しながら、さらには、岐阜県理学療法士会でも推奨して

いるシルバーリハビリ体操指導士を市民レベルで育成することにより、リハビリ専門職

が常にいなくても、簡単なリハビリを行える環境の整備を進めます。専門職との連携も

図りながら在宅生活をより質の高いものとしていきます。 

 

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 
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（オ） 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導  

医師、歯科医師、薬剤師等が通院困難な要介護者等の居宅へ訪問し、療養上の管理指導

を行うサービスで、訪問診療、訪問口腔衛生指導、訪問薬剤管理指導などを行います。  

在宅医療・介護連携の要として、ケアマネジャー等がその必要性を感じています。  

  

  施策の方向性  

在宅医療・介護連携を進める中で、医師・歯科医師の訪問診療をはじめ、薬剤師の訪問

指導等を推進していくため、さらなる利用の伸びを見込んでいます。  

  

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 
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（カ） 通所介護・地域密着通所介護・第一号通所介護事業(デイサービス)  

日帰りで介護施設等に通う要介護者等に対し、入浴・排せつ・食事等の介護やその他の

日常生活上の世話、機能訓練等を行います。本市の在宅サービスの中では、最も需要の高

いサービスです。平成 28 年度の介護予防・日常生活支援総合事業への移行により要支援

認定者及び事業対象者は、従前相当サービスの利用に加え、基準緩和サービスも古川町、

神岡町に各１ヵ所設け、多様なサービスが受けられる体制をつくりました。 

また、小規模多機能型居宅介護事業所の開設やサービス付高齢者向け住宅に併設した

デイサービス等通所の形態も様々な形が整いサービスの選択の幅が広がりました。 利用

定員が 19 人以下のデイサービスは、地域密着型通所介護という位置づけがなされ、市の

指定事業所となります。要支援者が利用していた従前の介護予防通所介護事業所は介護

予防・日常生活支援総合事業移行により、従前のままの報酬単価、運営基準等により移行

して、従前相当サービスのみなし指定事業所としてサービスを継続してきましたが、平

成 29 年度でみなし指定期間が終了し、平成 30 年度からは、すべて市の指定事業所とな

っています。 

  

  施策の方向性  

リハビリに特化したデイサービスが参入し、要支援者、軽度の要介護者のリハビリへ

の動機づけが行われ、この分野での需要が伸びており、今後も事業所の受入キャパに応

じてニーズは伸びると予想しています。 

また、行き場のない方を減らしていくため、要支援認定者及び事業対象者においては、

一般的な通所サービスメニューでは参加できない方や参加しづらい方に対し、少人数や

男性のみの場など参加しやすい環境を基準緩和サービスの中で展開し、参加・交流の機

会の確保に努めるとともに、デイサービス事業者がその特色や機能を十分に発揮できる

よう推進していきます。  
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通所介護(デイサービス) 
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※第１号通所介護事業の見込みについては、下記の項目内へ

記載第４章施策の展開２介護予防・生活支援の充実  

(１)介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)  
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（キ） 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  

日帰りで介護老人保健施設、医療機関等に通う要介護者等に対し、理学療法、作業療法

等の必要なリハビリテーションを行います。  

ケアマネジャーアンケート調査では、今後非常に必要とされるサービスです。  

  

  施策の方向性  

現状のリハビリサービスを維持しながらもニーズの増加があり、市設置の介護医療院

にて通所リハビリテーションの開設検討を促進します。 

あわせて、リハビリ専門職の人材確保も市の人材確保策で進めていますが、事業者の

事業運営にタイミングよく人材が確保できるような視点を重視しながら、継続して人材

確保の取り組みを進めます。 

要支援者には過剰なリハビリ提供とならない点も重視しながら、自身で継続的にリハ

ビリ的な体操ができることや、通所介護サービス事業所等の環境下で適切なリハビリを

行える実践環境を整えるため、介護職等へのリハビリ指導や高齢者ご自身をシルバーリ

ハビリ体操指導士として養成するなどの活動を行っていきます。 

  

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 
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（ク） 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)  

介護者等の心身の状況やその家族の疾病等を把握する中で、家族の身体的・精神的負

担を軽減するため、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所する要介護者

等に対し、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活の世話、機能訓練を行います。  

第６期において 10 床整備し、小規模多機能型居宅介護、お泊りデイサービス、有料老

人ホームのお泊り利用などでそのニーズをカバーしています。  

  

  施策の方向性  

新たな施設整備は見込めない状況です。冬期の住まいなどのニーズもありますが、代

替えとしてサービス付高齢者住宅に付随する様々なサービス利用が進み、今後のニーズ

は、市外の施設の短期入所利用を含めて微増と見込んでいます。  

また、地理的に介護サービス参入が不利な地域である河合地区でのお泊りデイサービ

スについて、運営事業者への支援を継続し、その拡充を図ります。  

   

   短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 
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（ケ） 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)  

要介護者等の心身の状況やその家族の疾病等を把握する中で、家族の身体的・精神的

負担を軽減するため、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所する要介

護者等に対し、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療および日常

生活上の世話を行います。  

市内での提供は、ほぼされていない状況ですが、高山市の事業所での利用があります。  

  

  施策の方向性  

サービス供給量が限られているため、大きな利用の伸びは見込めない状況です。  

  

  

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) 
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（コ） 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与  

在宅の要介護者等が、自宅でできる限り能力に応じ自立した生活を営めるよう福祉用

具(車いす、特殊寝台等)をレンタル等で利用します。  

  

  施策の方向性  

認定者の伸びに応じて利用も伸びると考えられ、将来的にもさらに利用が伸びるもの

と見込んでいます。  

   

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 
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（サ） 特定福祉用具購入費・介護予防特定福祉用具購入費上乗せ給付 

平成 28 年度より市独自に特定福祉用具購入費利用限度額の上乗せ給付(市町村特別給

付)を実施しています。在宅介護の限界点を高める政策として水洗ポータブルトイレの普

及を図るため、１年間につき 10 万円の限度額を 50 万円まで上乗せし、平成 29 年度から

は、介護予防の購入費に拡充しました。また、こうした高額な福祉用具購入には代理受領

委任払いの仕組みも整え、より調達しやすい環境整備をしました。  

  

  施策の方向性  

在宅介護の限界点を向上させる意味でも、介護ロボットとして認定されているような

福祉用具の効力は大きいものと考えており、在宅介護の厳しい状況の家庭に円滑に導入

されていくよう継続してケアマネジャー等への周知を重ねながら、現状の事業内容を推

進していきます。 

   

特定福祉用具購入費・介護予防特定福祉用具購入費上乗せ給付 
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（シ） 住宅改修・介護予防住宅改修  

在宅の要介護者等が居住する住宅について、手すりの取り付け、段差解消等の一定の

住宅改修を行ったときに改修費用を補助します。令和元年度からは受領委任払制度も導

入し、一気に多額の費用を要せず保険給付を受けることができるようにしており活用推

進を図っています。 

介護人材不足により施設の増床が進められない状況もあり在宅介護力を上げていくこ

とは大きな課題となる中で、可能な限り在宅での生活を継続していくためには住宅改修

は欠かせないものであり、今後も適切なケアマネジメントを通し積極的な利用が望まれ

ます。 

  

  施策の方向性  

認定者数の規模に沿った利用を見込んでいます。  

  

住宅改修・介護予防住宅改修 
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（ス） 居宅介護支援・介護予防支援  

ケアマネジャーが在宅で介護を受ける方の心身の状況、希望等を踏まえ、居宅サービ

ス計画(ケアプラン)を作成するとともに、これらが確実に提供されるよう介護サービス

事業所との連絡調整などを行うサービスです。  

平成 28 年度からの新総合事業への移行により、要支援認定を受けなくともサービス利

用につながる方も多くいます。 

  

  施策の方向性  

ケアマネジャーの人材育成及び人材確保を継続して推進するとともに、地域包括支援

センターの機能強化、ケアマネジメントの質の向上も合わせて継続的に進めていきます。 

   

   居宅介護支援・介護予防支援 
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（セ） 定期巡回随時対応型・訪問介護・看護  

重度の要介護者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通

じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応を行う

サービスです。  

本市のような人口密集地が少ない中山間地域では、訪問先の距離が遠いことから、事

業者の経営が難しいと考えられます。また、夜間対応する職員の確保も課題となってお

り、参入事業者の確保は、現にサービス提供している訪問介護や訪問看護の事業者の事

業拡充がベースとなります。しかし、サービス付き高齢者向け住宅や養護老人ホーム等

高齢者の住まいへの介護サービス提供としても介護施設の増床を見込めない中では適し

たサービスであり、通常の在宅介護においてもその限界点を上げる必要があり、参入事

業者の確保は検討課題となっています。  

  

  施策の方向性  

今後の介護ニーズと介護サービス基盤の状況を考えたときに在宅介護の限界点を上げ

るための重要なサービスになりうるものであるため、事業者の動向をうかがいながら、

現行の訪問看護事業者と訪問介護事業者との連携により今後その参入を模索します。市

内の介護人材のバランス状況を考慮し、慎重に参入促進を図っていきます。  

   

（ソ） 夜間対応型訪問介護サービス  

介護が必要な高齢者が 24 時間安心して在宅生活が送れるよう、主として身体介護サー

ビスを提供する夜間専用の訪問介護サービスです。  

これまでは訪問のタイミング等を調整し、利用者の生活のリズムをつくりながら夜間

の対応を抑える工夫をしてきたため、大きなニーズはありませんでした。医療と介護の

連携の重要性が高まる中、定期巡回随時対応型訪問介護看護のニーズとともに、その必

要性が高まると考えています。  

  

  施策の方向性  

訪問介護職の確保を重点的に行います。また、夜間対応型訪問介護サービスは、定期巡

回随時対応型訪問介護の整備で代替えできると考えています。  
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（タ） 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護  

利用者が可能な限り居宅での生活を継続できるよう支援することを目的とし、「通い」

を中心として、利用者の様態や希望に応じ「泊り」や「訪問」を組み合わせてサービスを

提供します。  

一般の民間事業者による参入が可能で、在宅介護の限界点を高められるサービスとし

て今後も参入促進が必要なサービスです。  

古川町地内における事業所は、一部併設の有料老人ホーム入居利用者も対応すること

により施設サービスの代替的な意味合いも兼ね備えながらそのニーズに応えている状況

です。 

市の指定管理者により運営している河合地区、宮川地区のデイサービスについては、

小規模多機能型居宅介護への移行が適当と考えていますが、サービス利用者が利用上限

を超える地域であることから現行のお泊りデイサービスの運用により、少しでもそのニ

ーズに応えられる形をとっております。 

  

  施策の方向性  

介護人材の確保を見極めた上、随時事業者の参入を促進します。  

   

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 
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（チ） 看護小規模多機能型居宅介護  

小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせ、介護や看護のケアが受けられます。

今後、重要度の高いサービスです。  

  

  施策の方向性  

小規模多機能型居宅介護と同様、今後の計画では、介護人材の確保状況を見極めた上、

随時事業者の参入を促進します。  

  

（ツ） 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)  

認知症高齢者を対象に、食事・入浴・専門的なケアが日帰りで受けられるサービスで

す。  

  

  施策の方向性  

現在の事業者数でニーズを賄えており、現状の事業者の更なるサービスの質向上に向

けて市としても様々な助言を行いながら、現状体制を維持します。  

  

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 
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 ≪共生型サービスの提供≫  

現在市内の社会福祉法人のうち、２法人が障害者総合支援法に基づく地域生活支援事

業として障がい者デイサービスおよび訪問入浴を提供しています。 

   上記の観点から、通所介護、訪問介護、短期入所生活介護において、高齢者、障がい

児、障がい者がともに利用できるサービス「共生型サービス」を介護保険、障害福祉そ

れぞれに位置づけました。  

法律上はいずれかの居宅サービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の居

宅サービスの指定を受けやすくする特例を設けたものです。  

  

  施策の方向性  

障害福祉サービスの地域生活支援事業で個別の法人に事業を委託する方式で事業を実

施しており、市の財政負担も大きい状況が続いています。また、利用者が 65 歳以上にな

った場合の介護保険制度優先の原則があり、サービスの利用負担などに問題がありまし

た。  

通常の介護保険の指定を受けている事業所が障害福祉(共生型)の指定を受け、障害福

祉サービスとして提供することが今後の方策として考えられます。介護保険サービス事

業所は市内の広い地域で事業所が運営されており、障がい者のサービスへのアクセスは、

向上すると考えられます。  

障がい者サービス単独では利用者が少なく事業者の採算が取れないため、利用者のニ

ーズに広く対応可能で重要なサービスとして市内事業者に強く参入を促進していきます。  

  

≪新型コロナウイルス対策≫ 

  令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により様々な事業が制限され、全国

各地で介護事業所内でのクラスター発生等の報道により危機管理意識が高まり、その影

響により介護保険の各種サービスにおいても、面会中止、県外の家族と接触した方の２

週間のサービス利用停止など、大きな影響を及ぼしました。 

また、マスクや消毒液の不足、事業所内において感染症が発症した場合に必要とされ

る備蓄品の不足など多くの問題が浮かび上がってきました。 

  この新型コロナウイルス感染症の問題は今後新たなウイルス等が発生した場合でも同

様のことであり、これらを防ぐ日常的な取組は永続的に取り組む必要があると考えてい

ます。 

  正しく理解し、正しく恐れ、正しく対応することを念頭に、様々な取組を行っていき

ます。 

 

 施策の方向性  

  〇各地で発生する介護施設内クラスターを参考に飛騨市内の介護事業所でクラスター

が発生した場合に備え、多くの人員を抱える事業所間で「感染症発生時における職

員の派遣に関する協定書」を結び、人材の確保を図りました。県も同様に人材確保

事業を行っており、相互協力し人材の確保を行う体制を整えました。今後もこの事

業を継続するとともに、事業者間での情報共有を行っていきます。 
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  〇介護及び医療施設において新型コロナウイルス感染症が発生した場合、職員等が家

族への感染を恐れ自宅に帰れなくなることが予測されたため、宿泊施設を運営する

事業者と「医療・介護施設における感染症発生時の対応職員宿泊施設の提供に関す

る協定書」を結び、宿泊先を確保し、職員が安心して就労できる環境整備を行いま

した。今後もこの事業を継続するとともに、一般の宿泊者の予約が入っている場合、

宿泊施設を使用できないことも考えられることから、協定施設を増やしていきます。 

  〇各事業所においてＰＰＥ(個人防護具)を利用したことがなかったため、飛騨市民病

院の看護師を講師に招きＰＰＥの着脱研修を行い、感染症の正しい対応方法を学び

ました。 

また市民病院の医師の講演などを行い、新型コロナウイルス感染症を正しく理解す

る取り組みを行いました。 

県でも様々な対策が講じられており、今後も県の政策と連携し活用しながら積極的

に取り組んでいきます。 

  〇各サービスにおいて現在の対応や今後の対応について、神岡地区の多職種連携の形

として定着していた高原郷ケアネットの開催をＺＯＯＭで行うことにより市民病院

を中心として古川地区の一部の事業所にも参加いただき、地域の介護事業者の間で

定期的な情報交換や対応の研修を行っています。施設や人員等の関係から様々な対

応がとられており、いざとなった時の対応については、介護サービスの崩壊になら

ないように各事業所間で支え合う仕組みづくりが重要だと学びました。今後は、こ

の高原郷ケアネットを飛騨市全域に広げた連携の輪にするよう取り組んでいきます。 

 

 （３）外国人介護人材の活躍の場の提供体制強化 

■現況及び課題-----------------------------------------------------------  

平成 28 年度から国の外国人介護人材の入管制度の緩和措置などが始まる中、外国人介

護職の確保のための勉強会を市と市内３つの特別養護老人ホーム運営者で始めてきまし

た。高齢化率の高い神岡町の社会福祉法人神東会においては、特養を 20 床増床したもの

の介護人材不足により供用できない中、特に外国人の登用を切に考える流れがあったこ

とから、平成 29 年度から EPA による介護福祉士候補生の確保に実際に動くこととなりま

した。しかし、すぐにはマッチングせず、動いてみる中で得た状況把握をもとに様々な工

夫を凝らして、３年目にしてようやくインドネシアの候補者２名とのマッチングが成立

しました。 

このほか、令和元年度には技能実習生の監理団体とのつながりが得られたことから、

現地面接などを経てベトナムからの技能実習生３名の受入れも実現しました。また市と

介護人材育成連携協定を締結している県内の専門学校が留学生の受入れを開始されまし

たが、連携協定の関係性を活かし、その留学生の卒業後の就職先として飛騨市へ来てい

ただくことを約束した形で２名のネパール人留学生が入学されました。２年後に市内で

の就労に期待がかかります。令和２年度も引続き EPA と留学生で受入れのマッチングを

進め、さらに留学生５名の確約を得ており、急速に外国人材の確保が進んでいます。 

こうして可能なすべての在留資格により、外国人の確保に取り組める流れが実現でき、
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実績を得ることができました。 

日本人の介護職も様々な施策を活用し確保していくものの高齢化し介護職も退職者が

多く、その補填にしかならず横ばいが続く様相の中、職員数増加になかなか転じられず

にいました。その中での外国人の確保は着実に人員をプラスにできることもあり重要な

介護人材確保手段であると考えています。 

外国人材の確保事業は、現在ようやく神東会にてモデル的に流れができ始めている状

況でもあり、神東会にて実績をつんでいただき、ノウハウを蓄積していくことで今後他

の法人へも確保方法や受入れ要領など身近に示していく流れをつくることで将来の人材

確保の大きな一助としていく必要があります。 

また、急激に外国人の確保を進める中、来ていただいた外国人の方に安心して暮らし

ていただくための生活支援についても現場の法人の声を聞きながら、市商工課の外国人

技能実習生の環境整備とも連携し整えていく必要があります。 

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

  高齢化が進み施設サービス提供率の高い神岡町において、まずは社会福祉法人神東会

の外国人介護職の確保及びその就業体制に対して、これまで以上に市でも様々な面で支

援を講じ、外国人の就業により安定した介護現場の創出を行うことにまずは尽力してい

きます。 

  外国人介護人材の就業環境が定着したら古川地区の法人はじめ、他の法人でもその確

保に着手できるようノウハウの提供など市と神東会で協力して進めていきます。 
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２ 介護保険サービスの充実  

（１）介護サービスの円滑提供  

■現況-----------------------------------------------------------  

本市は広大な面積の自治体ということもあり、市街地周辺の集落部においてはサービ

ス事業所との移動距離が長いため、採算面等により民間の介護事業所におけるサービス

提供が低調になることが懸念されました。そのため「居宅サービス事業者移動対策助成

金」を市独自の制度として実施し、市街地周辺の集落部へのサービス提供にかかわる増

高経費分について助成し、サービスの提供が円滑にいくよう事業所を支援しています。  

低所得者の介護サービス利用においては収入が少なく、生活難のため自己負担金の支

払いが困難な方の介護サービス利用料について「社会福祉法人等による生計困難者等に

対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」により負担軽減を図り、サ

ービス利用につなげています。  

 

■課題-----------------------------------------------------------  

〇市内事業者の訪問看護事業を市外事業者が代替えする場合に適用できるよう拡大して

います。  

〇市街地周辺の集落部への居宅サービス提供は、各事業者も可能な限り実施しています

が、ある程度の人数がまとまらないと採算面で厳しいという声があります。  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

〇居宅サービス事業者移動対策助成金制度を引き続き継続し、集落部のサービス提供を

確保していきます。  

〇市内事業者の訪問看護事業を市外事業者が代替えする場合に適用できるよう、要件の

拡大を継続します。  

〇低所得者への十分な配慮を図るため、社会福祉法人と連携し、利用者負担の軽減措置

を行います。  
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（２）介護サービスの質の確保  

■現況-----------------------------------------------------------  

〇第３期介護給付適正化計画(平成 27 年度～平成 29 年度)に基づき、要介護認定の適正

化、ケアプランチェック、住宅改修等の点検、縦覧点検、医療情報との突合、介護給付

費通知を実施していますが、目に見えた効果が現れにくいのが現状です。  

〇ケアマネジャーや介護サービス従事者の資質の向上を図るための研修会や講演会を市

で毎年企画・開催し、市内の介護サービス従事者の質が向上するよう幅広いテーマで

研修しています。  

〇介護認定の平準化のため、認定審査会の合議体間による審査内容の協議、また実際の

介護認定調査に同行し指導を実施しています。  

 

■課題-----------------------------------------------------------  

〇介護給付の適正化を図ることによって不適切な給付を削減するほか、利用者に対する

適切な介護サービスを確保し、介護給付費や介護保険料の増加を抑制することで、介

護保険制度の継続性を高めていくことが重要となります。  

〇サービスの質の向上を図るためには、ケアマネジャーや介護事業所職員など多くの関

係者が研修会や講演会へ参加し、多職種の間で相互に情報交換を図る必要があります。  

 

■今後の方向性---------------------------------------------------  

〇ケアマネジャーや介護サービス従事者の資質の向上のための研修会を開催し、多職種

連携の重要性を共有した上で、相互の情報交換と交流を図ります。  

〇ケアマネジャーの資質向上のために、個別地域ケア会議などを通じケアプランの実例

をもとに、多職種が参加した検証を実施します。  

〇介護給付適正化事業については、引き続き第４期介護給付適正化計画(平成 30 年度～

平成 32 年度)に基づき着実に取り組むとともに、県や国民健康保険団体連合会など関

係機関と連携を図りながら利用者に合った適切な介護給付になるよう努めます。  

〇今後も引き続き調査員の研修を実施し、介護認定の平準化に努めます。  

〇定型的な資料作成などの検討を行い、文書負担の軽減を図ります。 

 

① 介護給付適正化の推進  

介護保険の円滑かつ安定的な運営を図る観点から、真に必要な介護サービス以外の不

要なサービスが提供されていないかを検証する事業です。  

介護報酬請求の算定基準との整合性のチェックや介護サービスの質の向上やケアマネ

ジャーの資質向上のための支援を目的として、ケアプランチェックを実施しています。

また、要介護認定調査の適正化、住宅改修等の点検、サービス提供体制および介護報酬に

関する医療情報等との突合、縦覧点検の実施、介護給付費通知の送付等により、介護給付

の適正化に努めています。ケアマネジャーについては、ケアプランの実例を基に多職種

での検証を実施しています。  
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  施策の方向性  

令和２年度に第５期飛騨市介護給付適正化計画を策定し、利用者に適切なサービスを

提供できる環境の整備を図るため、介護給付適正化事業に取り組んでいきます。特にケ

アマネジャーの資質の向上を目的として個別地域ケア会議を実施し、ケアマネジャー単

独の視点のみならず多様な専門家視点で、利用者のＱＯＬがより向上するケアプランが

作成されるよう、保険者としてケアマネジメントに関する基本的な方針を示し、この方

針を基にケアプラン点検を実施します。 

 

② 介護サービス事業所の資質向上  

【介護サービス事業者連絡会議、研修の実施】  

法令や各種通知に基づく介護保険制度の改正点・留意事項等の情報伝達や、地域にお

ける事業運営の課題点等の情報交換を行うことを目的に、介護サービス事業者連絡会議

を事案がある時に開催しています。新総合事業が導入され、サービスの展開が多様化、複

雑化しており、事業者の数および種類が年々増加しています。今後も、介護サービス事業

運営における留意事項等の情報を共有し、地域におけるサービス提供課題などを明らか

にしていくため、同会議を事案に応じ、随時開催していきます。  

  

  施策の方向性  

介護サービス事業者連絡会議は、介護と医療の連携の場としてあらゆる情報や、サー

ビス提供についての課題が協議できる場とします。今後も随時開催としますが、ケアマ

ネジャーやサービスの種類ごとに開催します。また、個別地域ケア会議の開催方法を改

めて検討します。  
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【地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所の指導の実施】  

過去の指導状況を勘案しながら、必要な事業所に対し地域密着型サービス事業所に対

する実地指導を行い、法令遵守および適切なサービス提供、適正な事業運営の推進を図

ります。 

また、事業者に不正等の事案が生じたときは県と連携を密にし、指導監査を実施する

などして事業運営の適正化に努めます。実地指導における不適切な事例等は、集団指導

において他の事業所にも紹介しながら注意喚起し、市内事業者の適正な事業運営体制の

維持に努めます。  

新総合事業導入により、現行相当の通所介護の内、小規模なものは地域密着型通所介

護となり、平成 30 年度より居宅介護支援事業所の指定権限も県より市へ移譲され、市が

指定する対象事業所が増加しています。  

  

  施策の方向性  

事業所の増加により実施指導の回数も多くなるため、その回数の調整が必要となりま

す。地域密着型サービス事業所の地域における存在をより高めるため、地域へ介護にか

かわるその経験や専門知識を還元していけるよう、地域貢献的な活動を運営推進会議等

の場を活用して促し、事業所が地域住民にとってより身近な存在となるよう取り組みを

推進します。  

  

【事業者情報の周知】  

利用者に対し事業者の情報を提供することにより、利用者が地域のサービス資源を把

握しやすくなるよう本市においてサービス提供しているサービス事業者を一覧にまとめ、

随時最新情報に更新しながら、国の介護サービス情報公表システムとともに、市のホー

ムページに掲載しています。また、市の高齢者福祉施策をまとめた利用ガイドや介護保

険制度の利用ガイドを作成し、窓口相談者、各種出前講座等で配布し、説明等に活用して

います。  

  

  施策の方向性  

今後もより利用者にわかりやすい資料を作成し、利用者やその家族に事業者および制

度の情報を提供していきます。  

  

【苦情・相談対応】  

地域包括支援センターが総合相談窓口として、介護保険や高齢者福祉全般についての

苦情を受け付けています。大きな苦情等はほとんどありませんが、事業所における問題

点等の指摘などの情報を得た際は当該事業所の調査を実施し、必要と認めたときは当該

事業所への指導を行うとともに、関係機関と問題を共有し注意喚起しています。  

  

  施策の方向性  

今後も利用者からの苦情については、速やかな解決を図っていきます。  
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③ 高齢者の自立支援・重度化防止に関する取組の数値目標  

 

申請区分  

(該当件数/全申請数)  
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

令和２年度 

(９月末現在) 

新規申請で要介護２以上  130 114 115 94 41 

要介護１以下  

→要介護２以上  

(定期の更新申請)  

81 23 72 50 9 

要介護１以下  

→要介護２以上  

(状態悪化等で変更申請)  

87 131 116 129 79 

 

  施策の方向性  

新規申請で要介護２以上の割合の低下は顕著であり、早期の介護予防に取り組む意識

が高齢者に高まってきていることから、70 歳から 79 歳の年代のうちに健康を保つため

の良い生活習慣を定着させ、要介護度の重度化防止の取り組みを継続的に取り組むこと

で介護認定率を引き下げるとともに、要介護度２以上となる新規、更新、変更申請の人数

を軽減します。 

  

≪高齢者の自立支援・重度化防止に関する取組の数値目標≫  

下記の４項目に数値目標を設定しています。  

●市民への認知症の理解のための普及啓発・認知症サポーター養成 登録者数  

●地域ケア会議開催回数、参加人数  

●ヘルパー養成講座登録者人数  

●いきいき健康教室 新規開催数  

【今後の方向性】  

・一般介護予防事業、ヘルパー養成講座、通いの場の参加者を増やし、市民に浸透させま

す。  

・個別の地域ケア会議の開催し、さらなる地域の課題を集約する仕組みを確立します。  
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第５章 介護サービス等に係る費用の見込みと介護保険料  

１ 介護(予防)給付費の見込み  

利用人数や利用回数の見込み量等から算出した、今後３年間の介護(予防)サービスの給

付費の見込額は次のとおりです。  

  

【介護給付費の見込み】                            (単位：千円) 

  令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

(１)居宅サービス 

 

訪問介護 152,117  152,828  158,367  
訪問入浴介護 1,617  1,618  1,618  
訪問看護 66,725  69,199  70,210  
訪問リハビリテーション 25,740  26,024  26,305  
居宅療養管理指導 10,089  10,303  10,397  
通所介護 282,755  285,289  291,387  
通所リハビリテーション 17,998  18,008  18,940  
短期入所⽣活介護 145,754  145,919  151,633  
短期入所療養介護(⽼健) 11,792  11,798  11,798  
短期入所療養介護(病院等) 0  0  0  
短期入所療養介護(介護医療院) 0  0  0  
福祉用具貸与 63,800  64,654  66,234  
特定福祉用具購入費 1,895  1,895  1,895  
住宅改修費 6,155  6,155  6,155  
特定施設入居者⽣活介護 11,065  11,071  11,071  

(２)地域密着型サービス  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  0  0  
夜間対応型訪問介護 0  0  0  
地域密着型通所介護 87,956  89,262  90,004  
認知症対応型通所介護 27,407  27,422  29,114  
⼩規模多機能型居宅介護 83,312  87,526  87,526  
認知症対応型共同⽣活介護 277,780  281,390  284,365  
地域密着型特定施設入居者⽣活介護 0  0  0  
地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者⽣活介護 99,963  100,018  100,018  
看護⼩規模多機能型居宅介護 0  0  0  

(３)施設サービス  

介護⽼⼈福祉施設 685,556  685,937  685,937  
介護⽼⼈保健施設 280,260  280,415  280,415  
介護医療院 239,872  240,005  240,005  
介護療養型医療施設 123,624  123,693  123,693  

(４)居宅介護⽀援 111,735 112,734  115,634  
介護給付費計(Ⅰ) 2,814,967 2,833,163  2,862,721  

※表中の金額は千円単位としているため、各項目の合計金額が合わない場合があります。  
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【予防給付費の見込み】                          (単位：千円) 
  令和３年度 

(2021 年度) 
令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

(１)介護予防サービス 

 

介護予防訪問入浴介護 0  0  0  
介護予防訪問看護 12,526  12,533  12,847  
介護予防訪問リハビリテーション 13,316  13,324  13,324  
介護予防居宅療養管理指導 2,883  2,885  2,885  
介護予防通所リハビリテーション 3,231  3,233  3,233  
介護予防短期入所⽣活介護 11,176  11,182  11,182  
介護予防短期入所療養介護(⽼健) 0  0  0  
介護予防短期入所療養介護(病院等) 0  0  0  
介護予防短期入所療養介護(介護医療院) 0  0  0  
介護予防福祉用具貸与 11,730  11,796  11,848  
介護予防特定福祉用具購入費 942  942  942  
介護予防住宅改修費 5,737  5,737  5,737  
介護予防特定施設入居者⽣活介護 0  0  0  

(２)地域密着型介護予防サービス 

 

介護予防認知症対応型通所介護 557  557  557  
介護予防⼩規模多機能型居宅介護 9,257  9,263  9,263  
介護予防認知症対応型共同⽣活介護 0  0  0  

(３)介護予防⽀援 13,723  13,839  13,894  
予防給付費計(Ⅱ) 85,078  85,291  85,712  

 

介護給付費計(Ⅰ＋Ⅱ) 2,900,045 2,918,454 2,948,433 

※表中の金額は千円単位としているため、各項目の合計金額が合わない場合があります。  
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２ 介護サービス等に係る費用の見込み  

総給付費(一定以上所得者負担の調整後)に、特定入所者介護(予防)サービス費、高額介

護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、審査支払手数料を加えた標準

給付費見込額は、次のとおりです。  

  

【標準給付費見込額】                                (単位：円) 

項目 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

合計 

総給付費 
(一定以上所得者負担の調整後)  

2,900,045,000  2,918,454,000  2,948,433,000  8,766,932,000 

特定入所者介護(予防)サービス費  59,121,230  52,621,263  53,234,260  164,976,753 

⾼額介護(予防)サービス費  46,107,042  45,765,421  46,301,136  138,173,599 

⾼額医療合算介護  
(予防)サービス費  

7,225,596  7,274,253  7,359,403  21,859,252 

審査⽀払⼿数料  2,621,536  2,639,148  2,670,088  7,930,772 

合計 3,015,120,404  3,026,754,085  3,057,997,887  9,099,872,376 
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３ 地域支援事業費の見込み  

利用人数や実施回数の見込み量等から算出した、今後３年間の地域支援事業費の見込

額は次のとおりです。(保険料の算定に関係する上限枠の見込み金額を掲載しています)  

  

【地域支援事業費見込額】                            (単位：円)   

項目 令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

介護予防・日常⽣活⽀援総合事業費  129,232,000  129,232,000  129,232,000  

包括的⽀援事業及び任意事業費  61,301,000  61,301,000  61,301,000  

包括的⽀援事業(社会保障充実分) 9,893,000  9,893,000  9,893,000  

合計 200,426,000  200,426,000  200,426,000  

  

４ 介護保険事業費の見込み  

標準給付費の見込額に、地域支援事業費を加えた見込額については次のとおりです。  

  

【介護保険事業費見込額】                            (単位：円)  

項目 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

合計 

標準給付費  3,015,120,404  3,026,754,085  3,057,997,887  9,099,872,376 

地域⽀援事業費  200,426,000  200,426,000  200,426,000  601,278,000 

合計 3,215,546,404 3,227,180,085 3,258,423,887 9,701,150,376 
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５ 第１号被保険者の保険料  

（１）費用負担の概要  

介護保険制度においては介護保険事業にかかる費用のうち、１割から３割までの利用

者負担を除いた費用の財源割合が介護保険法によって定められており、原則として 50％

を被保険者の保険料、50％を公費とされています。また、被保険者の保険料のうち、本計

画期間は原則として 23％を第１号被保険者、27％を第２号被保険者が賄うことになりま

す。  

  

 【介護給付費（施設分）】        【介護給付費（その他分）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域支援事業（介護予防・     【地域生活支援事業（包括的支援事業・任意事業）】 

日常生活支援総合事業）】  
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市
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（２）保険料基準額の算出  

介護保険事業は、市町村が保険者となり事業を運営します。  

第１号被保険者の保険料については、介護サービス量等の見込みに応じてそれぞれの

保険者で決定します。なお、介護保険制度では、３年を１期として介護保険事業計画を策

定し、保険料についても原則として３年間同額とされています。  

介護給付費等の推計をもとに算定した保険料基準額(月額)は、次のとおりです。  

 (単位：円)  

項 目 ⾦ 額 

標準給付費＋地域⽀援事業費計(Ａ)  9,701,150,376 

第１号被保険者負担分相当額(Ｂ)＝(Ａ)×23.0％  2,231,264,586 

調整交付⾦相当額(Ｃ) (7.69％) 474,378,419 

調整交付⾦⾒込額(Ｄ)  730,175,000 

審査⽀払⼿数料差引額(Ｅ)  0 

市町村特別給付費等(Ｆ)  6,000,000 

市町村相互財政安定化事業負担額(Ｇ)  0 

市町村相互財政安定化事業交付額(Ｈ)  0 

保険料収納必要額(Ｉ)  
＝(Ｂ)＋(Ｃ)－(Ｄ)＋(Ｅ)＋(Ｆ)＋(Ｇ)－(Ｈ)  

1,981,468,005 

※保険料軽減のため介護給付費準備基金の取り崩し  

(Ｉ)－１億 7 千 3 百 50 万円＝173,500,000【約２億 4 千万 2 百万(Ｒ2 年度末)より１億 7 千 3 百 50 万円取り崩し】 

 

項 目 金 額 

保険料収納必要額(Ｊ)  1,807,968,005 円 

予定保険料収納率(Ｋ)  99.00% 

所得段階別加入割合補正後被保険者数(Ⅼ)  26,654 ⼈ 

第１号被保険者の保険料基準額(月額)  
(Ⅿ)≒(Ｊ)÷(Ｋ)÷(Ⅼ)÷12  

5,710 円 

※調整交付金…保険給付および介護予防・日常生活支援総合事業にかかる費用の調整交付金の国庫負担は５％とされ

ていますが、各市町村の後期高齢者の割合や第１号被保険者の所得状況の分布などを全国平均と比

較して算出されます。  
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（３）所得段階別の保険料  

  

【前期計画との比較】  

第７段階、第８段階、第９段階において所得の基準の変更があります。  

  

  平成 30～令和２年度  令和３～５年度  

 

保険料基準額：5,710 円 
 

 

保険料基準額：5,710 円 
 

  

段階 対象者 割合 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

段階 対象者 割合 

第１段階 

①老齢福祉年金受給者で、本人及び世

帯全員が市民税非課税の方 
②生活保護の受給者 
③本人及び世帯全員が市民税非課税

で、本人の「合計所得金額＋課税年

金収入額」の額が 80 万円以下の方 

0.5 第１段階 

①老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯

全員が市民税非課税の方  
②生活保護の受給者 
③本人及び世帯全員が市民税非課税で、

本人の「合計所得金額＋課税年金収入

額」の額が 80 万円以下の方 

0.5 

第２段階 

本人及び世帯全員が市民税非課税で、

本人の「合計所得金額＋課税年金収入

額」の額が 80 万円を超え、120 万円未

満の方 

0.65 第２段階 

本人及び世帯全員が市民税非課税で、本

人の「合計所得金額＋課税年金収入額」の

額が 80 万円を超え、120 万円未満の方 
0.65 

第３段階 
本人及び世帯全員が市民税非課税で、

本人の「合計所得金額＋課税年金収入

額」の額が 120 万円を超える方 
0.75 第３段階 

本人及び世帯全員が市民税非課税で、本

人の「合計所得金額＋課税年金収入額」の

額が 120 万円を超える方 
0.75 

第４段階 

世帯内に市民税課税者がいるが、本人

が市民税非課税で「合計所得金額＋課

税年金収入額」の額が年間 80 万円以

下の方 

0.87 第４段階 

世帯内に市民税課税者がいるが、本人が

市民税非課税で「合計所得金額＋課税年

金収入額」の額が年間 80 万円以下の方 
0.87 

第５段階 

(基準額) 

世帯内に市民税課税者がいるが、本人

が市民税非課税で「合計所得金額＋課

税年金収入額」の額が年間 80 万円を

超える方 

1.00 
第５段階 

(基準額) 

世帯内に市民税課税者がいるが、本人が

市民税非課税で「合計所得金額＋課税年

金収入額」の額が年間 80 万円を超える方 
1.00 

第６段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が

120 万円未満の方 
1.12 第６段階 

本人が市民税課税で合計所得金額が 120

万円未満の方 
1.12 

第７段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が

120 万円以上、200 万円未満の方 
1.23 第７段階 

本人が市民税課税で、合計所得金額が 120

万円以上、210 万円未満の方 
1.23 

第８段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が

200 万円以上、300 万円未満の方 
1.50 第８段階 

本人が市民税課税で、合計所得金額が 210

万円以上、320 万円未満の方 
1.50 

第９段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が

300 万円以上、400 万円未満の方 
1.63 第９段階 

本人が市民税課税で、合計所得金額が 320

万円以上、400 万円未満の方 
1.63 

第 10 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が

400 万円以上、600 万円未満の方 
1.80 第 10 段階 

本人が市民税課税で合計所得金額が 400

万円以上、600 万円未満の方 
1.80 

第 11 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が

600 万円以上の方 
1.95 第 11 段階 

本人が市民税課税で合計所得金額が 600

万円以上の方 
1.95 
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【段階別の保険料額】 

段階 対象者要件 
保険料額 

負担割合 月額(円) 年額(円) 

第１段階 

①⽼齢福祉年⾦受給者で、本⼈及び世帯全員が市⺠税非課
税の方 

②⽣活保護の受給者 
③本⼈及び世帯全員が市⺠税非課税で、本⼈の「合計所得⾦

額＋課税年⾦収入額」の額が 80 万円以下の方 
(市条例により基準額×0.3) 

0.50 
（0.30) 

2,855 
(1,713) 

34,260 
(20,560) 

第２段階 
本⼈及び世帯全員が市⺠税非課税で、本⼈の「合計所得⾦額
＋課税年⾦収入額」の額が 80 万円を超え、120 万円未満の
方 
(市条例により基準額×0.5) 

0.65 
(0.50) 

3,712 
(2,855) 

44,530 
(34,260) 

第３段階 
本⼈及び世帯全員が市⺠税非課税で、本⼈の「合計所得⾦額
＋課税年⾦収入額」の額が 120 万円を超える方 
(市条例により基準額×0.7) 

0.75 
(0.70) 

4,283 
(3,997) 

51,390 
(47,970) 

第４段階 
世帯内に市⺠税課税者がいるが、本⼈が市⺠税非課税で「合計
所得⾦額＋課税年⾦収入額」の額が年間 80 万円以下の方 0.87 4,968 59,610 

第５段階 

(基準額) 

世帯内に市⺠税課税者がいるが、本⼈が市⺠税非課税で「合計
所得⾦額＋課税年⾦収入額」の額が年間 80 万円を超える方 1.00 5,710 68,520 

第６段階 本⼈が市⺠税課税で合計所得⾦額が 120 万円未満の方 1.12 6,395 76,740 

第７段階 本⼈が市⺠税課税で、合計所得⾦額が 120 万円以上、 
210 万円未満の方 1.23 7,023 84,270 

第８段階 本⼈が市⺠税課税で、合計所得⾦額が 210 万円以上、 
320 万円未満の方 1.50 8,565 102,780 

第９段階 本⼈が市⺠税課税で、合計所得⾦額が 320 万円以上、 
400 万円未満の方 1.63 9,307 111,680 

第 10 段階 本⼈が市⺠税課税で合計所得⾦額が 400 万円以上、600 万
円未満の方 1.80 10,278 123,330 

第 11 段階 本⼈が市⺠税課税で合計所得⾦額が 600 万円以上の方 1.95 11,135 133,610 

※１)課税年金収入額 

課税対象となる老齢(退職)年金のことで、遺族年金・障害年金は含まれません。 

※２)合計所得金額収入金額から必要経費に相当する額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合

計のことで、所得控除(扶養控除、医療費控除等)や、損失の繰越控除をする前の金額です。なお、長期譲渡所得お

よび短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、その額を控除した後の金額です。 

※３)第１段階、第２段階、第３段階の負担割合については今後の消費税率引き上げに伴う社会保障の充実・安定化によ

り、負担割合が変動する可能性があります。 
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第６章 計画の推進体制 

１ 計画の推進 

本計画は、市民、地域、介護サービス事業者、保健・医療・福祉の関係機関、飛騨市地

域包括支援センター、行政機関などが連携・協力して推進します。 

それぞれの施策を適切かつ効果的に実施し、必要に応じて随時見直しを行うために「飛

騨市介護保険運営協議会・飛騨市老人保健福祉計画策定委員会」において計画の進捗管

理を行います。 

 

２ 計画の進行管理 

本計画に基づいて行われる事業が、目的どおりの成果を上げているかどうかのデータ

をチェックし、その結果をもとに計画をより実効性のあるものにしていく必要がありま

す。 

したがって、本計画に基づいた事業の進行を数値等により客観的に把握整理する体制

を整えチェックし、この計画に基づく取り組みに対する進行管理や評価を適正に行って

いきます。 

 

３ 計画の点検・評価 

本計画は、令和３年度から令和５年度の高齢者のあるべき姿を念頭におき、目標を掲

げて策定しています。毎年度、計画の達成状況を点検・評価し、進行管理を行うととも

に、計画期間の最終年度となる令和５年度に事業実績、実施状況や効果など計画全体の

評価を行い、次期計画に反映していきます。 
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資料編 

１ 関係法令等 

 

（１）飛騨市介護保険条例 
 （平成 16 年飛騨市条例第 141 号）   

第３章 介護保険運営協議会 

(介護保険運営協議会の設置) 

第６条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が円滑かつ適切に行われることに資する

ため、飛騨市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

(介護保険運営協議会の委員の定数) 

第７条 協議会の定数は、10人とする。 

(規則への委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

（２）飛騨市介護保険運営協議会規則 
 (平成 16 年飛騨市規則第 109 号)  

(趣旨) 

第１条 この規則は、飛騨市介護保険条例(平成16年飛騨市条例第141号)第８条の規定に基づき、

飛騨市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。 

(１) 第１号被保険者の保険料に関すること。 

(２) 介護保健事業計画の策定又は変更に関すること。 

(３) 介護保険に関する基盤整備に関すること。 

(４) 特別給付に関すること。 

(５) 介護保険に関連する事業に関すること。 

(６) その他市長が必要と認める事項 

(委員の委嘱) 

第３条 協議会の委員の委嘱は、市長がこれを行う。 

２ 委員が死亡、辞任等により欠員となったときは、市長は速やかに補欠委員を委嘱する。 

３ 市長は、委員として不適任と認められる者があるときは、協議会の意見を聴取し、委員を解職

することができる。 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、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。 

(会長及び職務代理者) 

第５条 協議会に会長１人及びその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)１人を置く。 
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２ 会長及び職務代理者は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 会長に事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。 

５ 会長の任期は、委員としての任期とする。 

(会議) 

第６条 協議会は、市長から諮問があったときは、随時これを開催しなければならない。 

２ 協議会は、会長において必要と認めたときは、いつでもこれを開催することができる。 

(招集) 

第７条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が未決定で在任しないときは、市長がこれを招

集することができる。 

(定足数) 

第８条 協議会は、飛騨市介護保険条例第７条に規定する定員の半数以上の委員の出席がなければ、

これを開催することができない。 

(議長及び代行者) 

第９条 協議会の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 議長に事故があるときは、職務代理者がその職務を代行する。 

(事務局) 

第10条 協議会に事務局を置き、地域包括ケア課がこれに当たる。 

２ 事務局は、会長の命を受け、協議会の庶務に従事する。 

(関係職員の出席及び資料の提出) 

第11条 会長は、事案審議のため必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し、説明及び

資料の提出を求めることができる。 

(審議録) 

第12条 事務局は、審議録を調整し、協議会の審議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければな

らない。 

(委員の報酬及び費用弁償) 

第13条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、飛騨市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関す

る条例(平成16年飛騨市条例第53号)による。 

(補則) 

第14条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この規則は、平成16年２月１日から施行する。 

附 則(平成21年３月13日規則第４号) 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則(平成23年３月28日規則第16号)抄 

(施行期日) 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則(平成29年３月31日規則第18号) 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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（３）飛騨市老人保健福祉計画策定委員会設置要綱 
 (平成 16 年２月１日飛騨市訓令第 51 号)   

(設置) 

第１条 市の老人保健福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関する事項について広く意見を

求めるため、飛騨市老人保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(検討事項) 

第２条 委員会は、高齢者等の保健、福祉サービス及び介護保険給付サービスの円滑な提供に関

し、次に掲げる事項を調査研究する。 

(１) 要援護高齢者等の現状及びサービスの実施状況の把握並びに将来予測に関する事項 

(２) サービスの目標量及び質の設定に関する事項 

(３) 前号の目標に対応するサービスの供給体制の在り方に関する事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項 

(委員) 

第３条 委員会の委員は、飛騨市介護保険運営協議会委員をもって充て、市長が委嘱する。 

(委員長) 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が

その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 委員会は、市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の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 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

(報告) 

第６条 委員長は、委員会の判定結果を市長に報告するものとする。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、市民福祉部地域包括ケア課において処理する。 

(補則) 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員会が別に

定める。 

附 則 

この訓令は、平成16年２月１日から施行する。 

附 則(平成18年２月７日訓令第１号) 

この訓令は、平成18年２月７日から施行する。 

附 則(平成21年３月30日訓令第10号) 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則(平成23年３月28日訓令第８号) 

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則(平成29年９月22日訓令第８号) 

この訓令は、平成29年９月22日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 
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２ 飛騨市介護保険運営協議会、飛騨市老人保健福祉計画策定委員名簿  

 

【委員名簿】 

（任期：令和２年４月１日～令和５年３月３１日） 

氏名 役職等 区分 

紺田 健彦 飛騨市医師会長 医師 

下嶋 みね子 飛騨市介護認定審査会委員 看護師 

岡田 和子 
社会福祉法人吉城福祉会吉城居宅介護支援

事業所 主任介護支援専門員 
介護支援専門員 

小鳥川 彰浩 

（公社）岐阜県理学療法士会 

ＪＡ岐阜厚生連 飛騨医療センター 

久美愛厚生病院 理学療法士 

リハビリ有識者 

稲葉 忠久 飛騨市民生委員・児童委員会会長 民生委員 

竹本 一久 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会会長 
福祉関係公益法人 

（社会福祉協議会） 

堀辺 明子 飛騨市体育協会 会長 体力づくり有識者 

清水 敏幸 
社会福祉法人神東会 特別養護老人ホーム

たんぽぽ苑 施設長兼事務局長 

福祉関係公益法人 

（施設・在宅介護サービス事業） 

野中 孝司 飛騨市シニアクラブ連合会 会長 １号被保険者代表 

松井 芳嗣 社会福祉法人吉城福祉会 和光園 園長 ２号被保険者代表 
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