
５ 高齢者の尊厳と安全の確保 

 

（１）相談体制の充実 

 

【現状と分析】 

 

 介護保険制度を含めた高齢者のさまざまな相談については、市町村（地域包括支

援センター）が直接かつ総合的な窓口として対応しています。 

 このほか県国民健康保険団体連合会が介護保険に関する総合的な苦情処理機関と

して位置付けられており、介護保険サービスの質の向上を図るため、様々な苦情・

相談に対応しています。内容に応じて事実関係を調査の上、介護サービス事業者に

対し必要な指導・助言を行うこととされています。 

 また県では、必要に応じ関係機関の広域的・総合的な指導・調整を行っているほ

か、介護保険法の規定に基づき、市町村の行った要介護認定、介護保険料賦課決定

等の行政処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関として、県介護保

険審査会を設置しています。 

 苦情の中には、個別の問題だけでなく、利用者の処遇やサービス運営上の重要な

課題が潜んでいることがあり、事実確認と適切な対応が求められます。 

このほか、介護保険施設等を定期的に訪問し、利用者ご本人やご家族から、介護

サービスの利用に関する不安や不満などを尋ねる「介護相談員制度」が、県内６保

険者で取り組まれています。（平成28(2017)年度現在） 

 

（参考）鳥取県国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）介護相談員制度 

 介護相談員は、利用者から介護サービスに関する苦情や不満等を聴き、事業者や

行政の間に立って、問題解決に向けた橋渡しをします。県内の設置状況は以下のと

おりで、実施率は42％［全国14位（平成29(2017)3月現在）］と比較的髙い状況です

が、さらなる設置促進に向け説明会等を開催するなど、各市町村に周知していきま

す。 

 

 

保険者名 相談員数 保険者名 相談員数

鳥取市 ６人 岩美町 ４人

倉吉市 ４人 智頭町 ２人

境港市 １人 南部箕蚊屋広域連合 １０人

出典：(H29.3)介護相談員派遣等事業実態調査（特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク）



【第７期における方向及び対応】 

 

 第７期においても、引き続き、県に寄せられた相談に関し、適宜、適切な対応を

行うとともに、研修や指導を通じ、保険者、地域包括支援センター、事業者に適切

な相談対応を呼びかけていくこととします。また、県国民健康保険団体連合会にお

ける苦情処理業務が円滑に行われるよう必要な支援を行います。 

 保険料その他の苦情等として、審査請求が行われたものに関しては、県介護保険

審査会による対応を行います。 

 事業者に対しては、利用契約上の重要事項に関する掲示、苦情処理担当者の配置、

苦情処理委員会の設置など、指導監督業務等を通じ、適切な対応を呼びかけるもの

とします。 

また、介護相談員制度については、全市町村で実施が図られるよう、研修等を通

じて制度の意義を伝えていくこととします。 

 

（２）権利擁護・成年後見制度の普及 

 

【現状と分析】 

 

障がいや認知症などにより判断力が不十分な方を支援するために、成年後見制度

があります。県内では、各市町村に担当窓口があるほか、民間団体等による相談対

応が行われています。平成25(2013)年度には、県内３カ所（東部・中部・西部）に

相談対応や支援を行う成年後見支援センターが設置され、全県域をカバーした相談

対応や、認知症や虐待などが複合的に生じている困難案件の後見受任、後見の担い

手育成・候補者の確保や受任後の支援などを行っています。 

認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加や、認知症、虐待又はひきこもり等を複

合的に生じている困難案件の顕在化に伴い、成年後見制度のニーズは年々高まって

います。専門職を始めとした成年後見の担い手の不足や、従来の財産管理に重きを

置いた支援から制度利用者の意思を尊重する身上監護を重視した支援への移行、社

会福祉協議会等との連携体制づくりなど、支援体制の確立が課題となっています。 

また、成年後見支援センターにおいては、年々後見等の受任件数の増加に伴い業

務量が増大している一方、権利擁護に関する相談件数は横ばい傾向にあります。 

横ばい傾向にある背景として、障がい者や高齢者の虐待防止法が施行され、市町

村担当者と地域包括支援センター職員及び各施設・事業所職員への「権利擁護意識

及び虐待防止」に関する研修会が積極的に取り組まれた結果、権利擁護に関する相

談への対応力や課題解決技術の向上が図られたことも要因として考えられます。し

かし、年々権利擁護に関する相談の内容は、市町村と成年後見支援センターの法律

・福祉専門職が個々に行う対応では解決困難な案件が多くなっています。 

こうした中、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）が

施行され、法第１２条に基づき「成年後見制度利用促進基本計画」（平成29年３月

24日閣議決定。以下「基本計画」と記載）が策定され、基本計画においても、支援

を必要とする人が成年後見制度を利用できるような関係機関で連携した権利擁護の

取組みと、身上監護を重視した支援の重要性が規定されました。 

成年後見制度の諸課題に対応するためには、専門職を配置した法人後見の担い手

や、一般市民による後見人（市民後見人）を育成・確保・継続支援するだけでなく、

成年後見制度の担い手と医療保健・福祉等の関係者がチームとなって成年被後見人

等を支援できるよう、地域の関係団体を構成員とする地域連携ネットワークの構築

・運営等について、県、市町村が連携して支援できる体制を整備する必要がありま

す。 

 

 



 

【第７期における方向及び対応】 

 

増大するニーズに対応するため、各圏域の成年後見支援センターだけでなく、市

町村社会福祉協議会を主体として、制度利用対象者が住み慣れた地域で必要な支援

を受けることができるような権利擁護体制の確立を目指し、県・市町村・社会福祉

協議会・成年後見支援センターで、継続して協議を行っていくこととします。 

県内の成年後見事業を行うよう市町村社会福祉協議会等法人受任先の確保、市民

後見人の養成及びこれらのサポート体制の構築については、各圏域で市町村と成年

後見支援センターとの連携のもと関係機関等と協議しながら行います。 

また、市町村ごとに権利擁護支援の必要な人の発見・支援や、早期の相談・対応

体制の整備、意思決定支援・身上監護を重視した支援体制を構築するために、関係

機関の連携を強化し、成年後見支援センターを中心として、県、市町村、社会福祉

協議会、家庭裁判所、各種専門職団体等を構成員とした関係機関のネットワーク化

を進めます。 

県においては、圏域ごとに広域的な活動を行う成年後見支援センターの取組を支

援することによって、市町村ごとの権利擁護に関する取組をサポートし、地域にお

ける権利擁護体制の強化と成年後見制度の利用を推進することとします。 

 

（参考）成年後見支援センターの一覧 

 ①とっとり東部権利擁護支援センター アドサポセンターとっとり 

   ・相談日時 ： 月曜日～金曜日・午前９時～午後５時  

   ・連 絡 先 ： 電話：０８５７－３０－５８８５  

           FAX ：０８５７－３０－５８８６  

   ・所 在 地 ： 〒680-0022 鳥取市西町１丁目２１１－３ 
 
 ②中部成年後見支援センター ミットレーベン 

   ・相談日時 ： 月曜日～金曜日・午前９時～午後５時  

   ・連 絡 先 ： 電話：０８５８－２２－８９００  

           FAX ：０８５８－２２－８９０１  

   ・所 在 地 ： 鳥取県倉吉合同事務所内  

           〒682-0816 倉吉市駄経寺町２丁目１５－１ 
 
 ③西部後見サポートセンター うえるかむ 

   ・相談日時 ： 月曜日～金曜日・午前９時～午後５時  

   ・連 絡 先 ： 電話：０８５９－２１－５０９２  

           FAX ：０８５９－２１－５０９４  

   ・所 在 地 ： 米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）内  

           〒683-0811 米子市錦町1丁目１３９－３ 

 

  



（参考）成年後見支援センターの活動状況 

 受任件数は伸びているが、相談件数は低下する傾向にある。成年後見支援センタ

ーが担うことのできる後見受任件数にも限界があるため、今後成年後見支援センタ

ーは可能な限りの後見受任を行いながら、後見受任の担い手育成やそのバックアッ

プにも努めることで、地域における権利擁護の支援体制の充実を図っていくことと

する。 

  
 県福祉保健課調べ 

  

鳥取県内では、毎年家庭裁判所へ２５０～２６０件前後の成年後見等の申し立て

があり、そのうち成年後見支援センターが上表のとおり受任しています。 

 また、地域における権利擁護相談は、地域包括支援センター、各種県民相談窓口、

弁護士、司法書士や、法務局へ直接相談されるケースもあります。 

 

 

（３）本人意思の尊重 

 

【現状と分析】 

 

介護保険制度は、利用者と事業者の契約により介護サービスが提供されることと

され、本人の選択がまずは重要とされるところですが、実際のサービス利用に当た

っては、自立支援に向けたケアマネジメントの観点や、家族の意向なども介護サー

ビスの選択に反映されています。 

専門職連携に関するアンケートによると、施設入所などの「在宅ケアが終結する

局面」では、約６割のケースにおいて「家族の希望」により利用施設やサービスの

選択が行われています。 

特に、通所介護事業所等で行われる宿泊サービスや小規模多機能型居宅介護事業

所の宿泊サービスの長期利用に関しては、79.3％が「家族の希望」との回答になっ

ています。 

多くの場合、認知症などにより高齢者本人の判断が困難であったり、家族の介護

負担が限界に達するなどの状況があるとも考えられますが、本人の希望をできるだ

け尊重するケアを目指す必要があります。 

終末期に関する意向はデリケートな話題であり、家族の中であらかじめ話し合っ

ておくことは、実際には難しさを伴いますが、終末期の意向を汲み上げ、ケアに反

映させていくことも、尊厳の確保とＱＯＬ（Quality of Life 生活の質）の観点か

ら重要です。 

 

将来、介護を要するようになった時のことや、人生の終末期における本人意思の

尊重に関しては、自らの意向を高齢者自らが元気なうちに表明する「エンディング

ノート」の取組が各地で行われています。 

県内でも、平成25(2013)年度に「もしもの時のあんしん手帳～大切な人に伝えた
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いこと～(鳥取県西部医師会在宅医療推進委員会発行)」や「在宅療養をはじめる前

に～家でも大丈夫～(訪問看護コールセンターとっとり(現 鳥取県訪問看護支援セ

ンター)発行)」の冊子が製作・配布されています。 

また、日南町では、平成24(2012)年から「もしもの時のしあわせノート」として

自分史の形で意思を残す取組が行われています。 

 

（参考）在宅ケアの終結状況                （単位：件、％） 

  終結 

件数 
割合 

本人の希望 家族の希望 医師の勧め 不明 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

病院やポスピス病

棟への長期入院 
1,054  13.9    71   6.7   437  41.5   324  30.7   222  21.1 

在宅看取り   977  12.9   274  28.0   491  50.3    22   2.3   190  19.4 

介護施設やグルー

プホームへの入所 
1,824  24.1   130   7.1 1,343  73.6    48   2.6   303  16.6 

有 料 老 人 ホ ー ム や サ ー ビ ス

付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 へ の 住

み替え 

  427   5.6    76  17.8   276  64.6    11   2.6    64  15.0 

通 所 介 護 等 の 宿 泊 サ ー ビ ス

や 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

施設での長期滞在 

  372   4.9    32   8.6   295  79.3     5   1.3    40  10.8 

小  計 4,654   -   583  12.5 2,842  61.1   410   8.8   819  17.6 

体調急変による短

期入院及び死亡 
2,409  31.8 

出典：鳥取県における地域包括ケアシステムの発展・強

化に向けた保険・医療・福祉の専門職連携と在宅

ケアの課題に関するアンケート調査(2013年度、鳥

取県地域包括ケア研究会調査チーム) 

引っ越し等による

契約終了 
  514   6.8 

合  計 7,577 100.0 

【第７期における方向及び対応】 

 

介護保険制度における利用者本人意思の尊重について、引き続き高齢者の相談体

制、権利擁護、虐待防止、医療介護連携及び事業者への指導助言などを通じて、総

合的な対応を行うものとします。 

また、「エンディングノート」や県内で制作・配布されている冊子等の普及・活

用を促進し、将来、介護を要するようになった時や、人生の終末期における本人意

思の尊重に向けた取組を推進していきます。 

  



 

（参考）終末期の本人意思の尊重に向けた取組 

もしもの時のあんしん手帳  
～大切な人に伝えたいこと～  

在宅療養をはじめる前に  
～家でも大丈夫！～  

発行 鳥取県西部医師会在宅医療推進委員会  発行 鳥取県訪問看護支援センター  
 

もしもの時のしあわせノート（自分史・私の生き方）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行 日南町  
 

  



（４）高齢者虐待の防止 

 

【現状と分析】 

 

 県内においても、高齢者虐待に関する相談、通報は多く寄せられ、平成 27(2015)

年の報告件数からも、虐待事例は決して少なくないことが分かります。 

 多くは、家庭内における養護者による虐待であり、市町村において高齢者虐待の

未然防止、早期発見、早期介入（再発防止）等総合的な対応を行う必要があります

が、県としてその体制整備を引き続き支援していく必要があります。 

 また、入所施設など施設内における高齢者虐待は、介護サービス事業所の適切な

運営という観点からも、県の役割が重要となります。閉鎖性・隔離性という施設特

有の構造特性によってその実態は表面化しにくく、また業務として行われる中での

虐待であり、極めて許しがたいものと言えます。事業所に対する指導、監査を通じ

て、厳格な対応を行っています。 

 

（参考）平成 27(2015)年度の状況 

  ○ 養介護施設従事者等による高齢者虐待 

     ・相談・通報対応総数  １７件 ⇒ 虐待事実の確認  ５件 

  ○ 養護者による高齢者虐待 

     ・相談・通報対応総数 １２７件 ⇒ 虐待事実の確認 ７６件 

  ○ 死亡案件 ０件 
出典：平成 27 年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 虐待の防止のためには、事例の早期発見と養護者への適切な支援を適時に行い、

問題が深刻化する前に早期対応に努めることが大切です。 

 高齢者虐待問題を含め適切に対応するため、東部・中部・西部それぞれに設置し

ている成年後見支援センターによる専門的な相談支援体制を充実させました。 

 また、虐待通報及び受付機関である市町村及び地域包括支援センターの職員に対

しても「養護者による虐待対応研修」、「養介護施設従事者等による虐待対応研

修」を継続して実施していくこととします。また、養介護施設職員に対しては、施

設内における権利擁護や虐待防止に向け、具体的な知識と技術を習得するための研

修も継続実施します。 

 また、地域住民や関係者に対する虐待防止に向けた普及啓発活動も継続して行

い、地域における高齢者虐待防止ネットワークの体制づくりを強化していくことと

します。 

 

（参考）高齢者虐待の種類 
区 分 内  容 

身体的虐待 
暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為(拘束、薬
による抑制を含む) 

介護・世話の放棄
・放任 

介護の放棄・放任により、高齢者の生活環境や身体・精神状況が悪
化すること 

心理的虐待 
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって
精神的、情緒的に苦痛を与えること 

性的虐待 
高齢者との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行
為とその強要をすること 

経済的虐待 
高齢者の合意なしに財産や金銭を使用したり、高齢者の希望する金
銭の使用を理由なく制限すること 

セルフ・ネグレク
ト(自己放任) 

高齢者が生活上行うべき行為を行わないことにより、あるいは行う
能力がないことから自己の心身の安全や健康が脅かされること 



 

（５）低所得高齢者対策 

 

①介護保険制度における対策 

 

【現状と分析】 

 要介護認定者の増加等に伴い、介護保険料が増大し、所得の少ない高齢者等にお

いて介護保険料の負担感が高まっています。 

また「介護保険を利用する際の自己負担額を懸念して利用を控えている」などの声

も一部に聞かれます。 

 団塊世代の方々が後期高齢者となる平成37(2025)年に向け、医療保険料、介護保

険料ともさらに負担が高まることが想定されますが、所得の多少にかかわらず要介

護者が必要な介護を受けられるよう、引き続き支援体制の整備が求められます。 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 所得の少ない高齢者等が必要な介護サービスを円滑に利用できるよう介護保険制

度には、さまざまな低所得者対策が用意されています。要介護高齢者が適切に介護

を受けられるよう、今後、これらの制度をさらに周知していくこととします。 

 

ア 第１号介護保険料の多段階化・軽減強化 

65歳以上の被保険者が負担する第１号介護保険料は、世帯の収入等に応じ、きめ

細やかな保険料負担区分とするため、平成27(2015)年度から、それまでの第１号保

険料の設定に関する標準段階を６段階から９段階（保険者によりさらに細分化する

ことが可能）に細分化されており、世帯の収入等に応じたこの制度自体が、高齢者

の所得状況に応じた負担にと配慮されたものです。 

また、市町村民税非課税世帯を対象に公費投入による更なる軽減制度（低所得者

保険料軽減負担事業）が現在第１段階の者のみが対象とされていますが、今後第３

段階まで拡大されることが予定されており、低所得高齢者への対策が一層進められ

ます。 

これらの制度が円滑に実施されるよう、国や保険者と連携していくものとします。 

 

  



（参考）厚生労働省資料 

 

 

イ 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の実施 

社会福祉法人による利用者負担軽減制度とは、介護保険サービスを行う社会福祉

法人等が、低所得で特に生計が困難である方（市町村民税世帯非課税者等が一定の

要件を満たす場合）について、利用者の自己負担額の軽減策として実施するもので

す。 

これは、原則として、低所得者の方の利用者負担額の４分の１が減額され、その

減額部分を国、県、市町村及び社会福祉法人が負担する制度です。 

本県の場合、全市町村で事業実施をしており、引き続き市町村を支援してくもの

とします。 

 

 

②介護保険制度外の対策 

 

【現状と分析】 

 

全国的に、所得や資産の格差を表す指標である「ジニ係数」や低所得者の割合を

示す指標「相対的貧困率」については1990年代から上昇傾向にあり、貧困に関する

問題は深刻なものとなっています。 

加えて、｢65歳以上の生活保護受給者の比率｣、貧困に陥りやすいとされる｢独り暮

らし高齢者数の割合｣についても上昇傾向にあることから、今後、高齢者社会が進ん

でいくにあたり、貧困に陥る高齢者が増加していくことが予想されます。 

鳥取県においても｢65歳以上の生活保護受給者の比率｣、｢独り暮らし高齢者数の割

合｣ともに、全国平均を下回ってはいるものの、全国と同様に上昇傾向にあり、この

ような高齢者の貧困の問題に対応するため、市町村と連携して各種生活支援制度等

によって高齢者の暮らしを支えるとともに、地域におけるセーフティネットを整え

ることで社会的孤立を防止していくことが必要になります。 

 



＜ジニ係数＞   

   平成14年 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 

当初所得 0.4983 0.5263 0.5318 0.5536 0.5704 

再分配所得 0.3812 0.3873 0.3758 0.3791 0.3759 

※ジニ係数は、数値が大きいほど格差も大きい（完全平等であれば０、全ての富

が１人に集中すれば１） 

出典：厚生労働省「所得再分配調査」 

 

＜相対的貧困率＞                       （単位：％） 

平成6年 平成9年 平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 

13.8 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1 15.6 

※相対的貧困率は、平均的な可処分所得の半分にも満たない世帯員の割合 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

＜６５歳以上の生活保護受給者数及び６５歳以上人口に占める割合＞ 

 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 

全 国 
783,404人

(2.63％）

832,511人

（2.70％）

881,531人

（2.76%）

924,979人

（2.80％）

967,552人

（2.86％）

鳥取県 
2,411人

（1.56％）

2,535人

（1.60％）

2,758人

（1.69％）

2,926人

（1.75％）

3,104人

（1.82％）

出典：厚生労働省「被保護者調査」 

 

＜６５歳以上の独り暮らし高齢者数及び６５歳以上人口に占める割合＞ 

                              （単位：千人） 

 平成10年 平成13年 平成16年 平成19年 平成22年 平成25年 平成28年 

全 国 
2,724 3,179 3,730 4,326 5,018 5,730 6,559 

(13.3％) (13.9％) (15.0％) (15.8％) (17.2％) (17.7％) (18.6％) 

鳥取県 
14 13 18 23 21 24 24 

(10.9％) (9.4％) (12.5％) (15.3％) (13.6％) (14.7％) (14.0％) 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

ア 住まいの確保 

低所得高齢者が安心して暮らしていくには、まずは生活の基盤となる“住まい”

を確保することが重要となります。このため、その高齢者等の住宅確保要配慮者の

住まいの確保策として、以下のとおりに取り組んでいきます。 

（ア） 介護保険施設以外の高齢者福祉施設 

介護保険施設以外の高齢者福祉施設としては、環境上の理由や経済的理由によ

り居宅において生活することが困難な方のための養護老人ホームや身体機能の低

下のため独立して生活するには不安がある方のための軽費老人ホーム（ケアハウ

ス）などがあり、市町村の措置又は自らの選択によって入所が可能です。（６ 

介護サービスの確保と施設・住宅の整備(７)高齢者の住まい イ 養護老人ホー

ム・軽費老人ホーム等 参照） 

 

（イ） 民間賃貸住宅、公営住宅 

民間賃貸住宅においては、家賃の不払、入居中の事故、亡くなられた時の家財



処理等の不安から、高齢者単身世帯等の入居を拒むといった状況が見られます。 

このため、引き続き、鳥取県居住支援協議会において、高齢者等の住宅確保要

配慮者と賃貸人とをつなぐ相談員を配置し、民間賃貸住宅への入居支援を行うと

同時に、既存の家賃債務保証制度が活用できないため入居が困難な方を対象とし

た鳥取県独自の家賃債務保証制度、住宅確保要配慮者における見守り等の生活支

援や家財処理への対応について、居住支援協議会において協議・検討を重ねてい

きます。 

また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が一部改

正され（平成 29 年 10 月 25 日施行）、賃貸人が入居を拒まない民間賃貸住宅の県

への登録制度が創設されたことを受けて、高齢者が入居可能な賃貸住宅の登録促

進に市町村と連携して取り組んでいきます。 

また、公営住宅においては、高齢者世帯等が入居しやすくなるように６０歳以

上の高齢者を優先入居の対象としています。 

 

イ 高齢者に対する就労支援 

低所得高齢者の社会参加を促進するとともに、所得の少ない高齢者の生活支援に

つなげるため、高齢者が地域社会においてその意欲と能力を活かしながら働くこと

ができる環境を整備することが必要です。 

このため、年齢に関わりなく意欲と能力に応じて働くことができる「生涯現役社

会」の実現に向けて、県立ハローワークなど県が設置する就業支援機関において、

働く意欲のある高齢者が就労できるよう、就職に関する相談や職業紹介等、きめ細

やかな支援を行うとともに、高齢者向け求人の開拓、雇用に関する相談や求職者と

のマッチングを通じた企業の人材確保支援により、多様な働き方の普及を促進しま

す。 

 

ウ 地域における孤立防止、福祉的支援へのアウトリーチ 

（ア） いつまでも暮らし続けられる地域づくり（一部再掲） 

低所得高齢者の地域での孤立防止や要支援者へのアウトリーチ（把握・支援）

につなげるために、市町村とともに、高齢者が多世代の地域住民と交流し、いつ

までも暮らし続けられる地域づくりに取り組みます。 

 

・ 高齢者の生きがいや健康づくりを促進するとともに地域住民を中心に幅広く

コミュニケーションの場となる常設型の交流サロンの整備、こども食堂等の地

域における子どもの居場所における高齢者を含む多世代交流の推進等、高齢者

と若者や子どもとの交流・協働を推進します。 

・ 退職してから自治会や地域の活動にスムーズに移行できるように、在職中か

ら地域の情報を提供するなど、退職後の活動につなぐ取組を支援します。 

・ 独居高齢者の孤立を防止するため、若者や子どもと一緒に高齢者を訪問する

など、共生型の見守りサポート体制を整えます。 

・ 県社会福祉協議会が策定する、市町村社会福祉協議会の地域福祉活動のため

のガイドラインづくりを支援し、このガイドラインを活用したコミュニティソ

ーシャルワークを実践できる担い手の育成について、県社会福祉協議会ととも

に進めます。 

 

（イ） 健康づくりの推進（一部再掲） 

日常生活における食習慣の改善や運動習慣の定着等により、生活習慣病やフレ

イルなど要介護状態に繋がる疾病を予防し、健康寿命を延伸させるとともに、高

齢期における日常生活の自立を目指します。 

 



（ウ） 高齢期の生きがいづくり（一部再掲） 

65歳未満の早い段階から、自分の「生き方」「老い方」について考えていただ

き、社会貢献活動や交流、就労などを通じ、いつまでも活き活きと過ごすことが

できる環境づくりに取り組みます。 

 

エ 権利擁護・成年後見制度の普及（一部再掲） 

成年後見支援センターを中心として、県、市町村、社会福祉協議会、家庭裁判

所、各種専門職団体等を構成員とした関係機関のネットワーク化を進めることで、

市町村ごとに権利擁護支援の必要な人の発見・支援や、早期の相談・対応体制の整

備、意思決定支援・身上監護を重視した支援体制を構築します。 

 

オ 家計管理についての支援 

 生活困窮の状態に陥るひとつの要因として、「浪費してしまう」「将来を考えた

生活設計や貯蓄等をしていない」など金銭・資金に関する管理ができていないこと

が挙げられているため、生活困窮者自立支援機関等の関係機関が連携して、金の管

理に問題を抱えている世帯への家計支援を推進していきます。 

併せて、生活困窮に陥らないための未然防止として、主に子育て世代、中高年世

代等に対して、家計管理について意識啓発活動を行っていきます。 

 

 

 

（６）介護サービス情報の公表と第三者評価 

 

【現状と分析】 

 

 「介護サービス情報の公表制度」は、介護保険制度の基本理念である「利用者本

位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択（自己決定）」を、現実のサービス

利用の際に保障するための仕組みであり、利用者による介護サービス事業所の選択

を支援することを目的としています。公表する情報は、事業者が報告したものであ

り、介護サービスの種類ごとに共通項目の情報を、毎年専用のホームページ上で一

般に公表しています。 

 現在公表されている情報に、今後、利用者の介護事業者選択時に資する情報の分

かりやすい表示への見直し（利用者向け情報と専門職向け情報への再編）、各種サ

ービス選択時に複数のサービスを組み合わせて利用する際の総費用の簡易な試算機

能の追加が予定されています。 

 

 一方、「福祉サービス第三者評価」は、社会福祉法人等の提供する福祉サービス

の質を、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立

場から評価を行う制度であり、その結果は独立行政法人福祉医療機構のホームペー

ジ（ＷＡＭネット）で公表されています。 

 この評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し改善に取り組

んでいくことによりサービスの質の向上に結びつけることができ、また、利用者の

適切なサービス選択のための有効な情報源として提供することができます。 

 

 

  



【第７期における方向及び対応】 

 

 いずれも利用者のサービス又は事業者選択に資する制度であり、介護保険制度の

適正な運営のための重要な仕組みです。第７期計画期間においても引き続き適切な

運用に努めることとします。 

 

（参考）公表状況[平成28(2016)年度公表] 

  事業所数   ２，３１０件(平成29(2017)年3月31日時点） 

    公表事業所数 １，２８６件(平成29(2017)年9月1日時点） 

<主なサービス>  

訪問介護  １３０件     小規模多機能型居宅介護  ５６件 

   通所介護  ２６９件     介護老人福祉施設     ４４件 

   認知症対応型共同生活介護 ８７件  介護老人保健施設 ５８件 など 

 

 

 

（７）長期入院精神障がい者の地域移行 

 

【現状と分析】 

 

 長期入院患者の地域移行に当たっては、「第5期障がい福祉計画に係る国の基本指

針」において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すことが

示されています。 

平成26年（2014）6月時点で県内における65歳以上の長期入院患者数は628名です

が、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築し、地域の精神保健医療福

祉体制の基盤を整備することにより、65歳以上の長期入院患者数を571名にすること

が国の計算式により示されています。 

また、そのためには、地域の受け皿として障害福祉サービス等の提供量を延べ99

名分増とすることとされています。 

そのため、高齢者を含む入院中の精神障がい者の地域生活への移行に係る成果目

標の達成に向けた地域の体制整備等の取組に留意することが、国の指針において示

されています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

県内の65歳以上の長期入院患者数の在宅復帰を目指すべき目標人数は、国の計算

式によると57名であり、また市町村毎の人数も明らかでないことから、サービス見

込量に算入するかどうかは市町村の判断となりますが、個別事例にあたり課題が生

じないよう、注視していくこととします。 

 

 

 

  



（８）家族介護の支援、仕事と介護の両立 

 

【現状と分析】 

 

 総務省統計局が行った「就業構造基本調査(平成24(2012)年)[平成25(2013)年7月

公表]」によると、15歳以上の者のうち介護をしている者は557.4万人(全国)で、こ

のうち65歳以上の者は約28％に当たる156万人となっています。要介護認定者数より

本県のスケールに置き換えると家族介護を行っている者は約33,000人、そのうち65

歳以上の方は約9,200人となります。 

 同調査によると、全国で「介護・看護のため前職を離職した者」は過去５年間で

49.7万人に及びます。これを単純に要介護認定者数比で割り戻すと、県内でも年間

約600人が介護を理由に職場を離れている計算になります。この中には、「若者介護」

と言われるように、10～20歳代の若者が老親又は祖父母を介護している例も少なく

ないと推測されます。 

 今後、核家族化がさらに進行するとともに要介護者が増加し、このように介護が

理由で働きに出ることができない人は、ますます増えてくると予想されます。 

 政府においても、平成２８年６月に「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定し、

介護をしながら仕事を続けられる「介護離職ゼロ」の実現に向け、介護サービス基

盤の上乗せ・前倒し整備と、これに伴い追加的に必要と見込まれる介護人材と合わ

せた将来必要となる介護人材の確保対策が行われています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 今後は、「介護の社会化」としての介護保険の役割が一層重要になって来ると考

えられ、地域の実情に応じた介護サービス基盤の整備を行うとともに、引き続き介

護保険の適正運営を通じて、介護家族の支援を進めることとします。 

 また、介護に対する職場の理解や、介護休業を取得しやすい職場環境づくりなど

が求められます。 

県でも、介護が必要な家族を持つ従業員の働き方に配慮する上司「ファミボス」

の養成、企業内研修の開催支援による介護が必要となったときのワンストップ窓口

や介護休業の取得促進に関する支援・啓発、「介護の日(11月11日)」のＰＲ等を通

じた意識啓発等を通じて、仕事と介護の両立が可能な職場環境づくりを進めること

とします。 

 

 


