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第７章 地域支援事業の取り組み
１．介護予防 事業
（１） 二次予防事業
事業実績 からもわ かるよう に、二 次予防事 業に参加し た人につ いては 約 80％ の人に身
体機能の改善が みられます。 予防事業の 費用 対効果を短期間 で得ることは 難しいです が、
引き続き介護予 防事業の取り 組みを推進 しま す。
二次予防事業対 象者（要支援 、要介護に なる おそれの高い人 ）の把握につ いては、基 本
チェックリスト の配布・回収 を毎年度行 い、 二次予防事業の 対象者に関す る情報の収 集に
努めます。また 、基本チェッ クリストに 回答 していただいた 人のうち、二 次予防事業 の対
象となった人に 対してアドバ イスシート の送 付と介護予防事 業への参加案 内を行い、 事業
参加者の増加に 努めます。二 次予防事業 の参 加者数は、平成 26 年度で高 齢者人口の ２％
を目標とします 。
二次予防事業 の実施にあた っては、必 要に 応じ委託方法等 の検討を行い 、参加者数 の増
加に対応してい きます。

（２） 一次予防事業
介護予防の取 り組みをより 普及させる ため 、構成町村が行 う介護予防事 業に対して の支
援を引き続き行 います。
事業内容につ いては、日常 生活圏域ニ ーズ 調査により把握 された地域ご との課題を 踏ま
えつつ、運動機 能の向上や低 下防止、認 知症 の予防、高齢者 単身・夫婦の み世帯の閉 じこ
もり予防など、 地域の実情に 応じ構成町 村で 取り組みます。

２．包括的支 援事業
包括的支援事 業の実施につ いては、地 域性 を重視する観点 から構成町村 に設置した 地域
包括支援センタ ーで行ってい ます。
しかしながら 、地域包括支 援センター に対 する住民の認知 度・理解度が 低いとの指 摘も
あり、引き続き 、その存在と 活動を広報 誌や パンフレットを 作成し配布す るほか、講 演会
や各種健康教室 などでのＰＲ 活動、また 自治 会や老人クラブ の会合などに 出向いて広 く周
知していく必要 があります。
今後は、地域 包括ケアシス テムの中核 とし てその役割がま すます重要と なってきま すの
で、地域ケア会 議の開催や地 域における ネッ トワークの拡充 など、高齢者 を支えてい くた
めの取り組みを 強化していき ます。
また、地域包 括支援センタ ー職員の資 質向 上を図り、地域 において率先 して取り組 んで
いける環境づく りを支援しま す。

３．任意事業
（１） 介護給付適正化事業
介護給付の適 正化を図るこ とは、利用 者に 対して適切な介 護サービスを 確保しつつ 介護
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保険料の上昇を 抑制すること を通じて介 護保 険制度の信頼感 を高めていく とともに、 持続
可能な介護保険 制度の構築に 資するもの であ ります。
適正化事業の 実施にあたっ ては、県が 定め る第２期介護給 付適正化計画 （平成 23 年度
～26 年度）との整合 性を図りな がら事業を 実施します。
なお、具体的 な取り組みに ついては、第 10 章に記載しています 。

（２） 認知症高齢者見守 り事業
高齢化の進展 に伴い、認知 症高齢者は 今後 さらに増加する ことが見込ま れており、 認知
症高齢者に対す る支援の充実 は重要な課 題と なっています。
なお、具体的 な取り組みに ついては、 第８ 章に記載してい ます。

（３） 介護相談員派遣事業
介護相談員派 遣事業につい ては、介護 相談 員を介護サービ ス事業所に派 遣し、利用 者の
疑問や不満・不 安の解消を図 りながら、 利用 者と介護サービ ス事業所との 橋渡しを行 い、
サービスの向上 に繋げる事業 として実施 して います。
これまでの実 績を踏まえ、 運営体制や 実施 方法等について 検討を行い、 より効果が 得ら
れるよう事業を 実施します。 また、介護 相談 員の活動につい てのＰＲも広 報誌などを 活用
し積極的に行い ます。

４．地域支援 事業 の費用の見込み
地域支援事業 の費用につい ては、第４期計 画での実績など を踏まえ、1 年当たり 1,300
万円程度、３年 間の総額で 3,900 万円と な るよう見込みま した。
二次予防事業 の費用につい ては、平成 26 年度の目標参加 者数を見込ん で推計しま した 。
なお、平成 25 年度以降の見 込みについ ては 、実績を評価す る中で、必要 に応じて再 検
討するものとし ます。
平成 24 年度か ら、保険者の 判断により 、要 支援者・二次予 防事業対象者 に対して、 介
護予防や配食・ 見守り等の生 活支援サー ビス を総合的に提供 する「介護予 防・日常生 活支
援総合事業」が 創設されます が、本広域 連合 では、サービス 提供体制の確 保やサービ ス内
容の標準化など の課題がある ことから、 実施 については第５ 期計画期間中 に検討を行 うこ
ととしました。
■ 地域支援事業 の費用の見 込み

平成24年度
介護予防事業

平成25年度

平成26年度

8,400,000円

9,500,000円

10,900,000円

二次予防事業

4,400,000円

5,500,000円

6,900,000円

一次予防事業

4,000,000円

4,000,000円

4,000,000円

600,000円

600,000円

600,000円

2,800,000円

2,800,000円

2,800,000円

11,800,000円

12,900,000円

14,300,000円

包括的支援事業
任意事業
合

計
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