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（１）総合事業について 

※第６期介護保険事業計画では「集中介入期」「移行期」「維持期」「生活期」の４期としていましたが、改めて整理し、「移行

期」と「維持期」を併せて「移行期」としています。 

①介護予防・生活支援サービス事業

■通所型サービス 

要支援状態や虚弱な高齢者の心身の状態に応じた事業体系図を本市独自で考案し、多様なサー

ビスとして集中介入期として週に２回送迎付きの「パワーアップPLUS教室」、移行期として生

活習慣病対策も含め口腔・栄養・運動の複合プログラムを提供する週に１回送迎付きの「パワー

アップ教室」、駅前の立地を活かし、移行期として週に１回送迎無しで、座学と転ばない体づくり

を行う「転倒予防教室」を短期間・集中的にケアを行う通所型サービスCとして実施しており、

今後も自立支援の一環として推進していきます。 

「介護予防通所介護相当サービス」についても、入浴が自宅では困難な人、あるいは運動は禁

忌な人、家族の都合等により長時間預かりの必要な人などに対して、継続してサービス提供がで

きる体制を整えていきます。 

また、生活期の事業としては、住民主体として生駒市健康づくり推進員連絡協議会が実施する

会食サロン「ひまわりの集い」として、要支援状態の高齢者を中心に週１回・月２回の２教室を

通所型サービスＢとして継続して実施していきます。 

（注 1） 

過度の安静や活動性が低下したことにより起こる身体の状態。 

主な症状の例：関節の拘縮や筋力低下、心肺機能低下、うつ状態など 

（注２） 

障害高齢者の日常生活自立度（自立）×  認知症高齢者の日常生活自立度（自立）状態の場合はケアマネジメント C 
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事業名 2015 年度 

（平成 27年度）

2016 年度 

（平成 28年度）

2017 年度 

（平成 29年度）

パワーアップ PLUS 教室 

（通所型） 

参加者実人数（人） 80 96 95 

参加者延人数（人） 1,540 1,829 1,800 

パワーアップ教室 参加者実人数（人） 170 111 100 

参加者延人数（人） 3,085 1,780 1,600 

転倒予防教室 参加者実人数（人） 37 45 30 

参加者延人数（人） 346 432 300 

膝・関節予防教室※  ― 未実施 未実施 

ひまわりの集い 参加者延人数（人） 1,336 1,187 1,500 

介護予防通所介護相当サービス 参加者延人数（人） 11,344 19,348 19,400 

※膝・関節予防教室については、転倒予防教室で賄えたため、実施せず。 

※平成 29年度は見込値 

■訪問型サービス 

集中介入期の事業では、パワーアップ PLUS 教室を訪問型サービス Cに位置づけ、リハビリ

専門職や市保健師が家庭訪問し、自宅内での歩行の動線を確認したり、入浴等がしづらい高齢者

に対しては、身体機能や入浴環境に課題があるのかを確認したり、必要な支援を見定めています。

その結果、住宅改修や代替案の提案、動作指導など含めてセルフケアの推進や屋外の環境も確認

した上、パワーアップ PLUS 教室と連動させながら、短期間に課題解決に向けた支援を行って

います。 

他には、移行期の事業として、介護予防訪問介護相当サービスや介護予防訪問介護相当サービ

スの人員基準を緩和した訪問型サービスＡがあり、市の研修を受けた市民の方が事業所に雇用さ

れ、状態像の安定した虚弱高齢者に対して家事支援サービスを行っています。市民意識調査でも、

生活支援に関するニーズが高いため、今後は住民主体の生活支援サービスの提供が可能か検討を

重ねていきます。 

事業名 2015 年度 

（平成 27年度）

2016 年度 

（平成 28年度）

2017 年度 

（平成 29年度）

パワーアップ PLUS 教室（訪問型） 参加者実人数（人） 65 79 78 

参加者延人数（人） 110 123 120 

生活支援サービス 

 （シルバー人材センター） 

事業対象者（人） 12 16 ― 

要支援１（人） 6 8 ― 

要支援２（人） 10 14 ― 

合計数（人） 28 38 ― 

利用時間数（時間） 697.5 1,188.8 ― 

訪問型サービス A 利用者延人数（人） ― ― 720 

介護予防訪問介護相当サービス 利用者延人数（人） 9,798 18,572 18,000 

※平成 29年度は見込値 
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②介護予防ケアマネジメント 

介護予防ケアマネジメントは、要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目

的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問

型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービスのほか、一般介護予防事業や本市の独自

施策、市場において民間企業により提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状態等に

あった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うものです。 

本市においては、集中介入期、移行期、生活期それぞれに対応し、ケアマネジメントA、B１・

B２、Cと分類しています。

要支援認定者及び事業対象者数                          (人)  

2015 年度 

（平成 27年度） 

2016 年度 

（平成 28年度） 

2017 年度 

（平成 29年度） 

要支援１ 532 485 451 

要支援２ 777 710 746 

事業対象者 81 300 434 

※各年度 4月 1日現在 

第１号介護予防ケアマネジメント件数                       (件) 

2015 年度 

（平成 27年度） 

2016 年度 

（平成 28年度） 

2017 年度 

（平成 29年度） 

要支援１・２、事業対象者 3,046 4,198 4,300 

※平成 29年度は見込値 

③一般介護予防事業 

一般介護予防事業は、高齢者を年齢や心身の状況等に分け隔てることなく、住民主体の通いの

場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場を継続的に拡大していくような

地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立支援

に資する取り組みを推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の

実現を目指すことを目的に実施しています。一般介護予防事業は、以下５つで構成されています。 

■介護予防把握事業 

閉じこもりがちな高齢者や何らかの支援を要する人を把握し、介護予防につなげるために、一

般介護予防事業の参加者や要支援・要介護認定を受けている方を除く75歳以上の高齢者に対象

者を絞り込んで、基本チェックリストを実施し、生活機能低下者を早期に発見し、適切な事業に

つないでいます。 

また、基本チェックリストの回答のない高齢者に対しては、未返送者実態把握事業として地域

包括支援センター職員が家庭を訪問して、実態把握に努めています。
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■介護予防普及啓発事業 

介護予防の基本的な知識を普及啓発するため、パンフレットの作成配布や介護予防に資する教

室を展開し、地域における自主的な介護予防の活動を支援していくものです。 

 ・介護予防普及啓発用ＤＶＤやリーフレットの作成 

 ・広報いこまちへの掲載 

 ・介護予防講演会 

 ・介護予防出前講座 

 ・高齢者体操教室（のびのび教室） 

 ・高齢者体操教室（地域型） 

 ・いきいき百歳体操 

 ・脳の若返り教室 

 ・ひまわりの集い（地域型） 

 ・送迎付き運動器の機能向上教室 

 ・コグニサイズ教室 

 ・エイジレスエクササイズ教室 

 ・物忘れ相談 

 ・まちかど保健室 

■地域介護予防活動支援事業 

 地域における住民主体の介護予防活動の育成や支援を行うもので、ボランティアの養成・育成

講座を実施し、活動の担い手を増やす取り組みを行い、地域活動組織の育成・支援を強化してい

ます。 

 ・機能訓練事業（わくわく教室） 

 ・介護予防ボランティア養成・育成講座 

 ・徘徊高齢者模擬訓練 

■地域リハビリテーション活動支援事業 

 地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域におけるリハビリテーション、介護予

防の取り組みを強化する必要があります。地域包括支援センターと連携し、自立支援型地域ケア

会議の開催、住民主体のサロンや運動教室、サービス担当者会議等へのリハビリテーション専門

職の関与を促進していきます。 

・リハビリ職の派遣事業 

・地域ケア会議（Ⅰ） 

■一般介護予防評価事業 

一般介護予防事業に関する目標値の達成状況の検証を行うなど、事業評価を行うもので、介護

予防に資する事業の効果などを客観的に捉える事業で、限られた財源を有効に活用するためにも
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今後は積極的に取り入れていくことも検討していきます。 

事業名 2015 年度 

（平成 27年度）

2016 年度 

（平成 28年度）

2017 年度 

（平成 29年度）

介
護
予
防

把
握
事
業

基本チェックリスト 実施者数(人) 7,692 7,360 8,200 

低下者数(人) 2,180 2,415 2,800 

未返送者実態把握 実施者数(人) 215 190 200 

介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業

介護予防講演会 開催回数（回） 1 2   1 

参加者延人数（人） 147   562   250 

介護予防出前講座 派遣回数（回）    51   45   50 

参加者延人数（人） 1,385 1,287 1,350 

介護予防教室 開催回数（回）   95 94 100 

参加者延人数（人） 2,176 1,978 2,100 

高齢者体操教室（のびのび教室） 開催回数（回） 183 204 204 

参加者延人数（人） 5,159 5,587 5,600 

高齢者体操教室（地域型） 開催回数（回）   318   328 354 

参加者延人数（人） 5,507 5,971 6,372 

いきいき百歳体操(再掲) 実施箇所数(箇所) 2 16 50 

送迎付き運動器の機能向上教室 開催回数（回） ― 33 144 

参加者延人数（人） ― 214 1,150 

ひまわりの集い（地域型） 開催回数（回） 7 23 31 

参加者延人数（人） 192 744 625 

エイジレスエクササイズ教室 開催回数（回） ―    2 48 

参加者延人数（人） ― 37 770 

脳の若返り教室 開催回数（回） 288   310 300 

参加者延人数（人） 5,805 4,962 3,600 

サポーター延人数（人） 1,569 1,372 1,380 

コグニサイズ教室 開催回数（回） 18 46 44 

参加者延人数（人） 169 316 300 

サポーター延人数（人） 83 175 150 

地域型認知症予防教室 開催回数（回） ― 31 16 

参加者延人数（人） ― 231 200 

認知症予防料理教室 開催回数（回） 3 3 3 

参加者延人数（人） 16 30 30 

物忘れ相談事業 開催回数（回） 12 12 12 
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事業名 2015 年度 

（平成 27年度）

2016 年度 

（平成 28年度）

2017 年度 

（平成 29年度）

相談件数（件） 35 25 32 

地
域
介
護
予
防
活
動

支
援
事
業

機能訓練事業 

（わくわく教室） 

開催回数（回） 108 106 108 

参加者延人数（人） 2,029 2,081 2,100 

介護予防ボランティア養成・育

成講座 

開催回数（回） 5 4 8 

地域ボランティア講座 参加者延人数（人） 57 49 261 

徘徊高齢者模擬訓練 開催回数（回） 4 7 7 

参加者延人数（人） 127 195 195 

地
域
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
活
動

支
援
事
業

地域リハビリテーション活動支

援事業（１） 

※リハビリ職派遣事業 

開催回数（回） 24 24 25 

参加者延人数（人） 256 394 410 

地域リハビリテーション活動支

援事業（２） 

※地域ケア会議（Ⅰ） 

開催回数（回） 33 47 44 

利用者延人数（人） 595 609 620 

※平成 29年度は見込値 

平成28年度から新たに実施している事業については、第６期計画を実施する中で、介護予防・

生活支援サービス事業の教室を卒業された方の居場所を創出する必要があること、また、前期高

齢者と後期高齢者を区分して一般介護予防事業を展開する必要があること等が地域ケア会議に

より課題として抽出されたため、新たに一般介護予防事業として創出したものです。 

一般介護予防事業評価事業については、大学等の研究事業と合わせて効果的な介護予防事業に

ついて検証を行っています。 
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④自立支援型地域ケア会議の開催 

自立支援型地域ケア会議は、市又は地域包括支援センターが主催し、リハビリテーション専門

職を始め、多職種協働で会議を運営しています。リハビリテーション専門職等が定期的に関与す

ることにより、自立支援のプロセスを会議参加者全員で共有し、個々人の介護予防ケアマネジメ

ント能力の向上につなげています。 

2015 年度 

（平成 27年度）

2016 年度 

（平成 28年度）

2017 年度 

（平成 29年度）

地域ケア会議（Ⅰ）（再掲） 開催回数（回）   33   47   44 

利用者延人数（人）   595 609 620 

※平成 29年度は見込値 

⑤介護予防ケアマネジメントの適正化 

要支援認定者等の心身の状態像を捉え、本人及び家族の意向を聴き取りながら、誰もが共通の

アセスメントの視点を踏まえ、適正な介護予防ケアマネジメントが行えるよう本市独自の介護予

防ケアマネジメント点検（確認）支援マニュアルを作成しています。また、本市独自の二次アセ

スメントシートの活用や基本チェックリストの活用方法について、マニュアル化するなど計画作

成者の介護予防ケアマネジメントの平準化を促しています。 
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第６章 地域支援事業の充実

１ 地域支援事業の概要 

地域支援事業は、介護給付のサービスや予防給付のサービスと並び、介護保険制度の３つの柱の

一つです。また、本事業はできるだけ住み慣れたまちで、なるべく自分の力で活動的な生涯を送り

たいという願いを現実のものとするために、要支援・要介護状態になる前から、一人ひとりの状況

に応じた予防対策を図るとともに、要介護状態になった場合においても、地域で自立した日常生活

を送れることを目的として実施しています。 

また、地域支援事業には、以下の３つの事業があります。 

（１）総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 

本市は平成 27 年 4 月から総合事業を実施しており、要支援認定者や事業対象者の心身の状

態像に応じ、「集中介入期」「移行期」「生活期」の３類型に区分した多様なサービスとして【介護

予防・生活支援サービス事業】と、従前の介護予防事業（二次予防事業・一次予防事業）を再編

した【一般介護予防事業】を展開しています。介護予防・生活支援サービス事業においては、要

支援の状態像が非常に幅広いことから、一定の割合で集中的な支援を受けることにより、状態の

改善が見込める対象群と、現状維持や悪化防止に努める対象群があることが掴めてきました。 

そこで、本市の総合事業の特徴としては、集中介入期や移行期の事業にあたる短期集中予防

サービスの「通所型サービスＣ」を整備し、３ヶ月～６ヶ月の短期間に集中的な支援を行うこと

で、諦めかけていた趣味や活動を再開することを目標とした事業を展開しています。一方、現状

維持や悪化防止については、従前相当の介護予防通所介護や介護予防訪問介護も継続して利用で

きる仕組みを残してきました。今後も総合事業の趣旨に応じた多様なサービスを創出することが

できるよう、生活支援体制整備とも連携を図りながら、事業の整備を行うよう努めます。 

また、一般介護予防事業については、虚弱な高齢者も歩いて参加できる「通いの場」をより多

く創出するよう関係機関・団体・市民と協働しながら開催場所の拡充に努めていきます。 

さらに、平成28年度に策定した「生駒市における地域包括ケアシステム構築に向けたロード

マップ」に基づき、関係各課とも連携して展開します。

（２）包括的支援事業 

地域包括支援センターが実施する65歳以上の高齢者の総合相談支援業務、権利擁護業務、包

括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務については、さらにき

め細やかな対応ができるよう、認知症地域支援推進員とも協力し合いながら進めていきます。 

また、地域包括ケアシステムの深化・推進を遂げるためには、地域ケア会議の充実や在宅医療・
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介護連携推進事業、認知症施策推進事業や生活支援体制整備事業等のさらなる充実を図るため、

関係機関・関係者とともに多職種連携の促進や市民との協働を強化していきます。 

（３）任意事業 

第７章でも掲載する介護給付費適正化事業の主要５事業への取り組みを始め、住宅改修の理由

書作成支援事業や配食サービス、紙おむつ等支給事業や家族介護者教室などの家族介護支援事業、

認知症サポーター養成講座など継続して実施を進めていきます。 

２ 地域支援事業の方向性 

第６期における地域支援事業では、本市独自の体系図を起用した総合事業の展開を進め、特に

短期集中予防サービスを本市の最大の特徴として、自立支援型地域ケア会議（Ⅰ）の開催を始め、

通所型サービスＣと訪問型サービスＣの事業の連動などを進めてきました。そして、その結果と

して、3ヶ月間（最長半年）の事業参加により、再び元気を取り戻し、諦めかけていた趣味の再

開やボランティア活動に挑戦していく高齢者が増加しました。 

一方、そうした個人の活動とは別に、歩いて通える地域の活動拠点の展開として、週に 1回、

体力維持や地域での支え合いの仕組みを構築していくために「いきいき百歳体操」の地域展開を

加速化させました。他には、高齢者を一括りにするのではなく、「コグニサイズ教室」や「エイジ

レスエクササイズ教室」などを新たに始め、介護予防ボランティアの養成・育成など、前期高齢

任意事業 

○介護給付費適正化事業 

○家族介護支援事業 

○その他の事業 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○在宅医療・介護連携の充実 

○認知症施策の推進（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等） 

○生活支援サービスの体制整備（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

総合事業（要支援１～２、それ以外の者） 

○介護予防・生活支援サービス事業 

 ・訪問型サービス 

 ・通所型サービス 

 ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○一般介護予防事業 

 ・介護予防把握事業 

 ・介護予防普及啓発事業 

 ・地域介護予防活動支援事業 

 ・一般介護予防評価事業 

 ・地域リハビリテーション活動支援事業 

生駒市における地域支援事業の全体像 
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者向けの健康寿命を延ばす取り組みも同時に進めてきました。第７期計画においても、さらなる

総合事業の充実・強化を図るため、自立支援型地域ケア会議（Ⅰ）の開催を始め、通所型サービ

スＣや訪問型サービスの充実、介護予防ケアマネジメントの質の向上に努めていきます。 

また、包括的支援事業については、地域包括支援センターの中に機能強化型地域包括支援セン

ターを設け、自立支援型地域ケア会議（Ⅰ）の開催支援を始め、地域包括支援センターの平準化

に向け、全ての部会に参加する等を義務付け、質の向上に努めてきており、第７期計画において

も尚一層、地域ケア会議の充実・強化を図っていきます。 

次に任意事業については、家族介護教室等、家族支援の事業展開も開始しましたが、就労して

いる家族介護者に対する介護相談や特に排泄ケアや認知症状に関する家族対応の困難さが課題

として挙げられているため、第７期においては家族介護者向けの支援の充実に努めていきます。 

次に社会保障充実分については、第６期計画から在宅医療・介護連携の推進や認知症施施策の

推進、生活支援体制整備や地域ケア会議の推進等を進めています。第７期計画における在宅医療・

介護連携では、入退院調整マニュアルの活用促進や医療介護に関する相談窓口の設置・運営、多

職種連携の機会をさらに設け、連携しやすい環境整備に努めます。認知症施策については、第６

期計画から認知症初期集中支援チームの発足や認知症地域支援推進員の配置を始め、認知症早期

発見のための簡易測定器を市・各地域包括支援センターに設置するなど、充実を図ってきました。

第７期においては、さらに認知症の正しい理解の促進と地域の見守りネットワークの構築に向け

た対策の強化を図っていきます。 

また、生活支援体制整備については、限られた介護人材を効率的に生かすことを考慮し、中重

度者へシフトしていける仕組みづくりを進め、虚弱高齢者や軽度認定者における新たな「支え手」

や「サービス」を創出していけるよう人材の養成・育成を進めていきます。そのためには、地域

ケア会議（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）の開催を始め、小学校区あるいは中学校区レベルにおいて意見交換・

協議ができる第２層の協議体の設置を推進していきます。 

さらに、介護予防・生活支援サービス事業については、通所型サービスＡのほか、生活支援体

制整備と連動して、住民主体の訪問型サービス（訪問型サービスB）や通所型サービス（通所型

サービスB）、移動支援（訪問型サービスD）など多様なサービスの創出を進めます。 

このように第７期の地域支援事業では、地域課題に基づき対応するニーズの範囲を拡張し、地

域包括ケアシステムの深化・推進に向け、事業の拡充を目指し、いつまでも安心して暮らせる地

域づくりの加速化を目指します。 
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