
 

 
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 
 

はじめにはじめにはじめにはじめに    
    

 我が国の高齢化は毎年増加の一途をたどり、本市においては国を

上回る速度で高齢化が進展しています。これに伴い、ひとり暮らし

の高齢者や高齢者のみの世帯、さらには、認知症高齢者の増加が予

測され、高齢者を取り巻く状況は厳しさを増しております。 

 

このような中で、団塊の世代がすべて 75歳を迎え高齢者人口のピ

ークを迎える令和７年（2025 年）、団塊ジュニア世代が 65歳に達し

始め、高齢化率のピークを迎える令和 22年（2040 年）の介護需要を

見据えたサービス基盤、人的基盤を整備すると共に、介護予防・健

康づくりの取組を強化し健康寿命の延伸を図ることが求められることから、「第８期高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画」を策定いたしました。 

 

この計画において、『住み慣れた地域でともに支え合い、高齢者が自分らしく生きるまち 我

が事・丸ごと“あったかとちぎ”』を基本理念とし、高齢者一人ひとりが健康で生きがいを感

じ、たとえ介護が必要になっても地域で支え合い、住み慣れた地域で安心して暮らし続けること

ができるよう我が事・丸ごとの「地域共生社会」の構築を目指してまいります。 

 

計画の推進に向け、市民の皆様をはじめ、関係機関、団体等の皆様におかれましては、ご理解

とご協力をお願い申し上げます。 

 

結びに、本計画の策定に当たりご尽力いただきました市社会福祉施策推進委員の皆様、アンケ

ート調査やパブリックコメントなどに貴重なご意見をお寄せいただいた市民の皆様に心から感謝

とお礼を申し上げます。 

 

令和３年３月 

 

                 栃木市長 大川秀子 
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第１章 計画の策定にあたって     

 

第１節 計画策定の趣旨・背景  

高齢者を社会全体で支えるための仕組みとして創設された介護保険制度が、平成 12年４月に

スタートして 21年を迎えます。  

我が国は人口の減少が進む中、少子超高齢社会の進行が急速に進んでいます。令和７年（2025

年）には団塊の世代※がすべて 75歳を迎え、高齢化率は 30％に達する見込みです。さらに団塊

ジュニア世代が 65 歳に達し始める 令和 22 年（2040 年）には高齢者人口がピークを迎え、高齢

化率も 35％に到達することが予測されています。それに伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者の

みの世帯、さらには認知症高齢者の一層の増加、また、厚生労働省の国民生活基礎調査において

は 65 歳以上の世帯主世帯、65 歳以上の単身世帯で相対的貧困率※が高くなっています。 

栃木市(以下、「本市」という。)においても、令和２年の高齢化率は 31.1％となっており、さ

らに 令和７年（2025 年）の高齢化率は 33.3％、令和 22年（2040 年）には 38.6％と、国を上回

る速度で高齢化が進むと推計されています。本市の地域福祉計画の基本理念「共に考え 共に支

え合う あったかとちぎ」を実現するための基本方針の一つでもある「地域共生社会の実現」を

見据え、「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進し、複雑化した課題に対応していく必要があり

ます。本計画においては、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止の取組の推進、医療、介

護の連携の推進、地域共生社会の実現に向け、高齢者を中心に据えつつ、地域包括ケアシステム

の深化・推進を図り、全世代型地域包括ケアシステムへの発展を目指します。 

このような高齢者を取り巻く様々な課題に対応するため、本市では、平成 28 年度に地域支え

合い活動推進条例を制定し、支え合い活動に必要な高齢者等の個人情報を自治会等に提供できる

体制をとり、平成 29 年度からは、介護予防・日常生活支援総合事業※も始まりました。  

また、平成 28 年度には「多機関協働における包括的支援体制構築事業」、平成 29年度には

「地域力強化推進事業」の両モデル事業の指定を受け、岩舟地域において「我が事・丸ごと」の

本市独自の共生型社会づくりに着手しています。 

しかし、令和元年の東日本台風の災害により被災した地域のコミュニティの弱体化、さらに、

新型コロナウイルス感染拡大に伴う「新しい生活様式」の浸透により地域社会も変化しているた

め、これらの変化に対応できる新しい地域づくりが求められます。 

本計画は、第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成 30 年度～ 令和２年度）を検

証し、国の制度改正、栃木県の動向などを踏まえながら、地域共生社会の構築に向け、令和 22

年（2040 年）までの中長期的視点に立った第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令

和３年度～５年度）を策定するものです。   
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第２節 計画の法的根拠と位置づけ  

本計画は、老人福祉法注１（昭和 38年法律第 133 号）第 20条の８及び介護保険法注２（平成９年

法律第 123 号）第 117 条に基づき、「市町村老人福祉計画」と「市町村介護保険事業計画」を一

体的に定めたものです。  

また、市の最上位計画である「栃木市総合計画」の部門別計画と位置づけるとともに、福祉分

野の上位計画である「栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画」と調和を図り、「栃木市健康増

進計画」などとの連携を図りながら、国・県の施策、方針を踏まえ策定した計画です。  

  

 注１：老人福祉法第 20 条の８  

  （市町村老人福祉計画）  

   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。[以下 略]  

  

 注２：介護保険法第 117 条  

  （市町村介護保険事業計画）  

   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。[以下 略]  

■計画の位置づけ 関係図  

  
栃木市総合計画後期基本計画 

栃木市 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

（令和３～５年度） 

・栃木市健康増進計画 

・栃木市障がい福祉プラン 

・栃木市成年後見制度利用促進計画 
連携 

調和 

  国・栃木県の施策・方針 

・国の基本方針、各種通知 

・認知症施策推進大綱  等 

調和 

・栃木市消費生活基本計画 

・栃木市地域防災計画 

・栃木市都市計画マスタープラン 等 

連携 

上位計画として整合 

栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

（保健福祉分野の上位計画） 
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第３節 計画の整合性・調和 

栃木市総合計画 

基本構想 

“自然”“歴史”“文化”が息づき“みんな”が笑顔あったか“栃木市”“自然”“歴史”“文化”が息づき“みんな”が笑顔あったか“栃木市”“自然”“歴史”“文化”が息づき“みんな”が笑顔あったか“栃木市”“自然”“歴史”“文化”が息づき“みんな”が笑顔あったか“栃木市”    

基本方針Ⅳ 健康で生きがいを持てるまちづくり 

 
栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

基本理念 

共に考え共に考え共に考え共に考え    共に支え合う共に支え合う共に支え合う共に支え合う    あったかとちぎあったかとちぎあったかとちぎあったかとちぎ    

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 

共通理念の設定と 

福祉の持続可能性 

地域福祉の 

共通事項の重点化・明確化 

地域力の強化と 

福祉サービスの適切な利用 

基本目標１ 共通理念の設定と福祉の持続可能性 

基本方針１ 共通理念の設定 

「あったか」が示されるよう理念の設定 

⇒基本理念 

住み慣れた地域でともに支え合い、住み慣れた地域でともに支え合い、住み慣れた地域でともに支え合い、住み慣れた地域でともに支え合い、    

高齢者が自分らしく生きるまち我が事・丸ごと“あったかとちぎ”高齢者が自分らしく生きるまち我が事・丸ごと“あったかとちぎ”高齢者が自分らしく生きるまち我が事・丸ごと“あったかとちぎ”高齢者が自分らしく生きるまち我が事・丸ごと“あったかとちぎ”    

と定めました。 

・・・第５章 40ページに記載 

基本方針２ 持続可能性の高い福祉 

 ①自助・互助※・共助※・公助の役割分担 

互助・共助の充実と、それを支える行政の役割の明確化 

⇒隣近所、自治会等の市民参加型の事業の重点化を図ります。 

・・・第６章に記載、重点化項目に印をつけました 

 ②福祉圏域の設定 

  地域福祉計画・地域福祉活動計画に規定する福祉の基本単位となる福祉圏域の設定 

  ⇒中学校区を対象とした「第２層」に地域包括支援センターを配置し、地域で課題の把握

及び解決を図る活動を目指します。 

・・・第２章 26ページに記載 

 ③活動資金の確保 

  地域で福祉活動を続けるには活動資金が必要です。公的な財源以外の新たな財源を確保す

ることの意識づけを行います。 

⇒理念として検討します。 
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基本目標２ 地域福祉の共通事項の重点化・明確化 

 基本方針１ 地域共生社会の実現 

  個別計画における「あったか」の理念及び地域共生社会の実現の共通化 

  ⇒地域包括ケアシステムの深化・推進を図り、全世代型地域包括ケアシステムへの発展に

より地域共生社会を目指します。 

・・・第６章 77ページに記載 

  

基本方針２ 居住と移動、就労の支援 

 地域で生活するための「住まい」「生活の足」「働く場」に関する相談・支援体制整備 

   ⇒高齢者が地域で安心して生活ができるように住まいの安定的な確保及び就労支援に取り  

組み、公共交通の利便性の向上を目指します。 

・・・第６章 54、82、83 ページに記載 

 

基本方針３ 契約社会への対応 

  成年後見制度※の利用促進による判断能力に不安のある人の権利擁護※ 

⇒認知症等により判断能力に不安のある高齢者の意思を尊重し適切な制度利用ができるよ

う、栃木市権利擁護・成年後見支援センターと連携し成年後見制度の利用に繋げます。 

   ・・・第６章 67ページに記載 

 

基本目標３ 地域力の強化と福祉サービスの適切な利用 

基本方針１ 地域の協議の場と集いの場 

  地域生活課題を「我が事・丸ごと」として捉え地域で解決できる力の強化及び市民が地域で

気軽に話ができる居場所整備 

  ⇒岩舟地域でモデル的に取り組んでいる地域づくりを各地域の特性を生かした形で市全域へ

の拡大を目指します。 

・・・第６章 78ページに記載 

 

基本方針２ 地域づくりとワンストップサービス 

 「栃木市福祉総合相談支援センター」及び「相談支援機関ネットワーク」を基礎としたワン

ストップ型総合相談支援窓口体制の整備 

 ⇒地域包括支援センターの機能を強化すると共に「多機関の協働による包括的相談支援体制

構築」を推進します。 

・・・第６章 69、80 ページに記載 
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第４節 計画の期間  

本計画の計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とし、併せて団塊の世代が 75

歳になる令和７年（2025 年）、さらには、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となり高齢者人口がピ

ークを迎える令和 22 年（2040 年）を見据えた中長期的な視野に立った見通しを示します。  

なお、本計画は、法制度の改正や社会情勢等の状況に応じて随時見直し、改善を図るものとし

ます。 

  

平成平成平成平成 30303030～令和～令和～令和～令和 2222 年度年度年度年度    

2018201820182018～～～～2020202020202020    

令和令和令和令和 3333～～～～5555 年度年度年度年度    

2021202120212021～～～～2023202320232023    

令和令和令和令和 6666～～～～8888 年度年度年度年度    

2024202420242024～～～～2026202620262026    
・・・・・・・・・・・・    

令和令和令和令和 22221111～～～～22223333 年度年度年度年度    

2039203920392039～～～～2041204120412041    

     

 

 

 

 

第５節 計画策定の体制  

本計画の策定にあたっては、学識経験者や市民などの参画による「栃木市社会福祉施策推進委

員会」、「同委員会高齢者福祉専門部会」「栃木市介護保険運営協議会」「庁内ワーキンググルー

プ」において、協議、検討を行い、また、パブリックコメントを実施し、広く市民から意見等を

募集し策定いたしました。   

第 7期計画 
第 8期 

計画 第 9期計画 第 14 期計画 ・・・ 

2025 年までの見通し 

2040 年までの見通し 

2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020        2020202021212121    2020202022222222    2022022022023333        2020202024242424    2020202025252525    2022022022026666        2020202039393939    2020202040404040    2020202041414141        ・・・・・・・・・・・・    

団塊の世代が 75歳に 団塊ジュニア世代が 65歳に
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第６節 介護保険制度の主な改正内容及び計画策定のポイント  

（１）介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和元年 12 月 27 日）

 

令和７年（2025 年）に向けて、更にはその先の 令和 22年（2040 年）年を見据えて、令和

元年 12 月に開催された介護保険部会（厚生労働省社会保障審議会）において、介護予防※・

健康づくりの推進（健康寿命の延伸）、保険者機能の強化（地域保険としての地域のつながり

機能・マネジメント機能の強化）、地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介

護の提供・整備）、認知症施策の総合的な推進及び持続可能な制度の構築・介護現場の革新が

掲げられたため、第８期計画の策定において留意が必要となります。  

                                  厚生労働省 HP より 

 

 

 

（２）第８期計画における基本指針について 

 
第８期の基本指針においては、介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏

まえて、以下について記載を充実します。 
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１.2025・2040 年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

○2025・2040 年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえる 

 

２.地域共生社会の実現 

○地域共生社会の実現に向けた考え方や取組について 

 

３.介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業※等の効果的な実施） 

○一般介護予防事業の推進に関して「ＰＤＣＡサイクル※に沿った推進」「専門職の関与」「他 

の事業との連携」について 

○自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組の例示として就労的活動等について 

○総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえる 

○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 

○在宅医療※・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえる 

○要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考にする 

○ＰＤＣＡサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めるための環境整備について 

 

４.有料老人ホーム※とサービス付き高齢者住宅※に係る都道府県・市町村間の情報連携の

強化 

○住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況 

○整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案する 

 

５.認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

○認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし 

続けることができる社会の実現を目指す 

○教育等他の分野との連携に関する事項について 

 

６.地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

○介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性について 

○介護現場における業務仕分けやロボット・ＩＣＴ※の活用、元気高齢者の参入による業務改

善などによる介護現場の革新の具体的な方策 

○総合事業等の担い手確保に関する取組の例示としてボランティアポイント制度について 

○要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について 

○文書負担軽減に向けた具体的な取組 

 

７.災害や感染症対策に係る体制整備 

○近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、これらの備えの重要性 

について 
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第２章 栃木市の高齢者を取り巻く現状     

第１節 高齢者人口と世帯数の推移  

（１）高齢者人口の推移  

本市の総人口は、平成 27 年から減少傾向となっていますが、65歳以上の高齢者は年々増加

しています。しかし、高齢者人口の伸び率は、近年鈍化しています。  

令和元年の高齢化率（総人口に占める高齢者数比率）は 30.4％、前期高齢者※の比率も

15.7％と、全国や栃木県と比べてやや高めに推移しています。  

また、令和２年における本市の高齢化率は 31.1％とさらに高くなっています。  
    ■本市の総人口及び高齢者人口                                                （単位：人）  

区分区分区分区分    平成平成平成平成 30303030 年年年年        令和元令和元令和元令和元年年年年        令和令和令和令和 2222 年年年年        

総 人 口 161,771  160,743  159,246  

 

0～14 歳  18,629  18,265  17,917  

15～64 歳  94,714  93,556  91,775  

65～74 歳（前期高齢者）  25,314  25,254  25,610  

75 歳以上（後期高齢者）  23,114  23,668  23,944  

高  齢  者  総  数  48,428  48,922  49,554  

高    齢 化 率  29.9％  30.4％  31.1%  

 前  期  高  齢  化  率 15.6％  15.7％  16.1%  

後  期  高  齢  化  率 14.3％  14.7％  15.0%  

資料：住民基本台帳（各年 3月 31 日現在）  
■全国・栃木県の総人口及び高齢者人口                                       （単位：万人）  

区分区分区分区分        
平成平成平成平成 30303030 年年年年((((全国全国全国全国) ) ) )     令和元令和元令和元令和元年年年年((((全国全国全国全国) ) ) )     

平成平成平成平成 30303030 年年年年((((栃木県栃木県栃木県栃木県) ) ) )     令和元令和元令和元令和元年年年年((((栃木県栃木県栃木県栃木県))))    

総 人 口 
12,644  12,617  

195  194  

  

0～14 歳  
1,541  1,521  

24  23  

15～64 歳  
7,545  7,507  

116  115  

65～74 歳（前期高齢者）  
1,760  1,740  

28  28  

75 歳以上（後期高齢者）  
1,798  1,849  

26  27  

高 齢 者 総 数
3,558  3,589  

54  55  

高 齢 化 率
28.1%  28.4%  

27.8%  28.3%  

 

前 期 高 齢 化 率 
13.9%  13.8%  

14.5%  14.6%  

後 期 高 齢 化 率 
14.2%  14.7%  

13.3%  13.7%  

資料：総務省統計局(各年 10 月 1 日現在)  

栃木県毎月人口調査報告書(各年 10 月 1 日現在)(年齢不詳除く・万人未満四捨五入、高齢化率は、万人 

未満四捨五入せずに算出したもの)    
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■本市の総人口・高齢者人口・高齢化率の推移  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳（各年 3月 31 日現在）  

 

 

 

 

■本市の人口構成（令和 2 年）  
 （単位：人）  

 男性 女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 資料：住民基本台帳（各年 3月 31 日現在）  

   

  

((((人人人人))))

150,000150,000150,000150,000    

29.9% 30.4% 31.1% 
200,000200,000200,000200,000    

100,000100,000100,000100,000    

23232323,,,,114114114114    

25252525,,,,314314314314    

53535353,,,,919919919919    

50,00050,00050,00050,000    40,79540,79540,79540,795    

0000    18181818,,,,629629629629    

平成 30 年 

23232323,,,,668668668668    

25252525,,,,254254254254    

53535353,,,,919919919919    

40,40,40,40,132132132132    

18181818,,,,265265265265    

令和元年 

53535353,,,,424424424424    

23232323,,,,944944944944    

25252525,,,,610610610610    

53535353,,,,919919919919    

39393939,,,,016016016016    

11117777,,,,917917917917    

令和 2年 

52525252,,,,759759759759    

30.0%30.0%30.0%30.0%    

11115.0%5.0%5.0%5.0%    

0000.0%.0%.0%.0%    

0000～～～～14141414 歳歳歳歳 15151515～～～～39393939 歳歳歳歳 40404040～～～～64646464 歳歳歳歳 

65656565～～～～74747474 歳歳歳歳 75757575 歳以上歳以上歳以上歳以上 高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率 

627
1,814

2,955
3,857

5,025
6,493
6,506

5,385
4,594

4,899
5,607

4,957
4,268

3,698
3,238
3,395
3,575

3,211
2,937

2,450
0 2000 4000 6000 8000

148
647

1,557
2,885

4,429
6,241

6,370
5,362

4,811
5,217

6,292
5,635

4,829
4,106
4,165
4,012

3,730
3,457

3,110
2,752

02000400060008000

95959595 歳以上歳以上歳以上歳以上    

90909090 歳～歳～歳～歳～94949494 歳歳歳歳    

    

88880000 歳～歳～歳～歳～84848484 歳歳歳歳    

77770000 歳～歳～歳～歳～77774444 歳歳歳歳    

66660000 歳～歳～歳～歳～66664444 歳歳歳歳    

55550000 歳～歳～歳～歳～55554444 歳歳歳歳    

44440000 歳～歳～歳～歳～44444444 歳歳歳歳    

33330000 歳～歳～歳～歳～33334444 歳歳歳歳    

22220000 歳～歳～歳～歳～24242424 歳歳歳歳    

11110000 歳～歳～歳～歳～11114444 歳歳歳歳    

0000 歳～歳～歳～歳～    4444 歳歳歳歳    

53535353,,,,919919919919    
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（２）高齢者世帯数の状況  

 

本市の高齢者（65 歳以上）がいる世帯数は令和２年には 34,546 世帯、一般世帯総数に占め

る割合は 52.4％ となっており、このうち、高齢夫婦世帯数は 7,680 世帯で全体の 11.6％であ

り、高齢者単身世帯は 9,934 世帯で全体の 15.1％となっております。 

このうち、高齢単身世帯数は平成 30 年の 9,294 世帯から 640 世帯の増であり、高齢夫婦世

帯数は平成 30 年の 7,181 世帯から 499 世帯の増となっています。 

  

    ■高齢者のいる世帯数                                      （単位：世帯）  

区分 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 

総   世   帯    数 65,452 65,765 65,937 

65 歳以上の高齢者のいる世帯数  33,898 34,268 34,546 

  

高齢夫婦世帯数  7,181 7,396 7,680 

（一般世帯総数に占める割合）  11.0％ 11.2％ 11.6％ 

高齢単身世帯数  9,294 9,646 9,934 

（一般世帯総数に占める割合）  14.2％ 14.7％ 15.1％ 

その他の世帯数  17,423 17,226 16,932 

総世帯数に占める割合  51.8％ 52.1％ 52.4％ 

資料：住民基本台帳（令和 2年 10 月１日現在）  
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第２節 介護保険をめぐる現状  

（１） 被保険者※数の状況  

介護保険事業の対象者は、65 歳以上の第１号被保険者※と、40～64 歳の第２号被保険者※か

らなっています。第１号被保険者の保険料は市町村ごとに定められます。  

本市では、第１号被保険者は増加傾向にありますが、第２号被保険者は減少傾向となってい

ます。  

■被保険者数の推移                                             （単位：人）  

区分 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 

第 １ 号 被 保 険 者※ 48,684  49,224  49,782  

 前期高齢者（65～74 歳）  25,303  25,316  25,731  

後期高齢者（75 歳以上）  23,381  23,908  24,051  

第 ２ 号 被 保 険 者※ 53,747  42,486  42,268  
資料：住民基本台帳(各年 10 月 1 日現在）  

  

（２） 要支援・要介護認定者※数の状況  

 

要支援・要介護認定者数は増加傾向にあり、要介護１～２の認定者が認定者全体の約４割を

占めています。第１号被保険者に占める第１号被保険者の要支援・要介護者の割合（認定率）

は、わずかながら増加しています。  

■被保険者別要支援・要介護認定者数                               （単位：人、％）  

区分  平成 30 年  令和元年  令和 2 年 

第 １ 号 被 保 険 者 認 定 者 数 7,484  7,699  7,807  

 

要 支 援 １ 464  536  552  

要 支 援 ２ 742  884  924  
要 介 護 １ 1,656  1,722  1,743  

要 介 護 ２ 1,514  1,526  1,551  

要 介 護 ３ 1,161  1,100  1,101  

要 介 護 ４ 1,062  1,057  1,064  

要 介 護 ５ 885  874  872  

第 ２ 号 被 保 険 者 認 定 者 数 196  196  195  

 

要 支 援 １ 5  7  7  

要 支 援 ２ 19  18  15  
要 介 護 １ 58  50  47  

要 介 護 ２ 42  50  45  

要 介 護 ３ 36  37  37  

要 介 護 ４ 17  14  23  

要 介 護 ５ 19  20  21  

第１号･第２号被保険者認定者数合計 7,680  7,895  8,002  

認定率(第１号被保険者に占める 

要支援・要介護者の割合)  
15.4％  15.6％  15.7％  

資料：介護保険事業状況報告（月報）(各年 10 月１日現在） 
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（３） 特別養護老人ホーム※の待機者の状況  

 

特別養護老人ホームの入所を申し込んでいる方のうち、重複申し込みなどを整理した待機者

は、184 人となっています。待機場所別にみると、最も多いのが在宅で 93 人、次いで、老人

保健施設※が 38 人となっており、全体の 71％を占めています。要介護度別では要介護３、要

介護４が共に 68人と多く、要介護５が 48 人となっています。  

  

 

■介護度別待機者数                                              （単位：人）  

待機場所  要介護１  要介護２  要介護３  要介護４  要介護５  合 計  

在         宅 0  0 41 31 21 93 

医 療 療 養 病 床 ※  0  0 1 0 1 2 

介 護 療 養 病 床 ※  0  0 0 0 0 0 

そ の 他 の 医 療 機 関  0  0 7 12 16 35 

老 人 保 健 施 設  0  0 9 21 8 38 

シ ョ ー ト ス テ イ   0  0 10 4 2 16 

認知症グループホーム※  0  0 0 0 0 0 

養 護 老 人 ホ ー ム ※  0  0 0 0 0 0 

軽 費 老 人 ホ ー ム ※  0  0 0 0 0 0 

有 料 老 人 ホ ー ム ※  0  0 0 0 0 0 

そ    の    他  0  0 0 0 0 0 

合         計  0  0 68 68 48 184 

資料：市調査（令和２年５月１日現在） 
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第３節 第７期計画の取り組み状況  

（１）健康に暮らせるために  

１．健康づくりの推進  

健康寿命の延伸を基本目標に、疾病の予防や健康の保持・増進、健康意識の向上を図るため

に、各種事業を行いました。また、健康づくりに関する広報啓発活動を積極的に行い、効果的

な事業の実施や事業の周知に努めました。 

  

【高齢者の健康づくり】  

①健康診査事業                               （単位：回、％）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画 
実施回数  100  100  

受診率  50  50  

実績  
実施回数  102  102  

受診率  21  21.2  

          ＊各年度末現在  

  

②特定健康診査事業（40～70 歳の国民健康保険被保険者）   （単位：％）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  受診率  35  40  

実績  受診率  26.7  28.7  

          ＊各年度末現在  

  

③健康診査事業（後期高齢者医療の被保険者 75歳以上）   （単位：％）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  受診率  26  27  

実績  受診率  24.6  23.9  

          ＊各年度末現在  

  

④特定保健指導事業                               （単位：％）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  初回面接指導率  51  53  

実績  初回面接指導率  45  25.3  

          ＊各年度末現在  

  

⑤健康はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧施術料助成事業（単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  助成券申請者数  620  630  

実績  助成券申請者数  558  544  

          ＊各年度末現在   
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【健康管理の継続支援】  

①予防接種事業                                  （単位：％）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  
被接種率 

（インフルエンザ） 
59  60  

実績  
被接種率 

（インフルエンザ） 
55.4  57.6  

          ＊各年度末現在  

  

②人間ドック検診事業(国民健康保険：35～74 歳）         （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画 受診者 900  900  

実績 受診者 932  1,020  

          ＊各年度末現在  

  

③人間ドック検診事業(後期高齢者医療：75 歳以上）       （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画 受診者 150  150  

実績 受診者 171  218  

          ＊各年度末現在  

  

【心の健康への支援】  

①自殺予防事業                              （単位：回、人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画 
相談研修会等 33  33  

延参加者 700  800  

実績 
相談研修会等 24  27  

延参加者 337  155  

          ＊各年度末現在  

  

２．介護予防の推進（重点施策）  

要介護状態になる恐れの高い虚弱な高齢者に対して、要介護状態等となることの予防又は要

介護状態等の軽減若しくは悪化防止のため介護予防・生活支援サービス※事業を実施するとと

もに、高齢者が身近な場所で介護予防活動に取り組むことができるように、「介護予防普及啓

発事業」をはじめ、「介護予防ボランティア育成事業」としてボランティア養成講座の実施の

他、住民主体の介護予防・地域づくり活動として「はつらつセンター事業※」や「地域づくり

型介護予防事業」等の活動支援を行いました。 
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【介護予防・生活支援サービスの推進】  

①訪問型サービス                        （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  延利用者数  3,948  4,145  

実績  延利用者数  3,946  3,819  

          ＊各年度末現在 
 

②通所型サービス                           （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  延利用者数  6,327  6,643  

実績  延利用者数 7,392  7,300  

          ＊各年度末現在  

  
③その他の生活支援サービス（配食）                      （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  実利用者数  139  146  

実績  実利用者数  173  217  

          ＊各年度末現在  

  

④介護予防ケアマネジメント※                         （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  作成者数  7,140  7,497  

実績  作成者数  7,757  6,961  

          ＊各年度末現在  
  

【一般介護予防事業の推進】  

①介護予防普及啓発事業                        （単位：回、人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  
講座開催数 349  357  

延参加者数 7,077  7,237  

実績  
講座開催数 417  384  

延参加者数 7,711  6,087  

          ＊各年度末現在  
  

②はつらつセンター事業※                   （単位：団体、回、人）  

  区分  平成 30 年度 令和元年度 

計画  

センター数 145  155  

実施回数 20,300  21,700  

延参加者数 209,100  223,600  

実績  

センター数 142  153  

実施回数 20,902  20,821  

延参加者数 217,139  208,256  

          ＊各年度末現在     
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③ますます元気サポーター※養成講座の開催           （単位：回、人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  
講座開催数 2  2  

延参加者数 171  191  

実績  
講座開催数 15  10  

延参加者数 355  226  

          ＊各年度末現在  

  
④あったかとちぎ体操の活動支援計画の開催         （単位：団体、人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  
実施団体数 58 69 

延参加者数 30,700 30,800 

実績  
実施団体数 64 75 

延参加者数 31,563 30,898 

          ＊各年度末現在  

 

（２）生きがいを持って暮らせるために  

 

１．地域活動への参加促進  

高齢者が地域社会を支える一員として、積極的に参加・活動できるよう、シルバー人材セン

ターへの支援と共に、市内イベントでのＰＲ活動の場の提供など社会活動への参加促進に向け

支援を実施しました。また、「蔵の街シニアクラブ」の各種事業を支援しました。  

  

【高齢者の就労支援】  

①シルバー人材センターへの支援                      （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画 登録会員数 880  880  

実績 登録会員数 854  864  

          ＊各年度末現在  

  

【高齢者の地域活動への支援】  

①老人クラブ支援事業                         （単位：クラブ、人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  
クラブ数 171  173  

会員数 6,820  6,840  

実績  
クラブ数 151  147  

会員数 5,620  5,442  

          ＊各年度末現在    
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②敬老会事業                                  （単位：団体）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画 補助金交付団体数 430  430  

実績 補助金交付団体数 427  411  

          ＊各年度末現在  

  

２．学習・余暇活動の推進  

スポーツ振興の分野では、世代や性別を特定することもなく、誰もが参加することができる

軽スポーツによる健康づくりと世代間交流が図られることを目的とした事業として、ウォーキ

ング大会、体育祭などの事業を実施し、スマイルボウリングなどのニュースポーツを紹介する

出前講座や高齢者を対象とした体力測定などを実施しました。また、仲間づくり・生きがいづ

くりの支援として、各公民館による学習機会の提供、いきいきサロン事業開設補助などを実施

しました。  

  

【生涯学習の推進】  

①シルバー大学の受講促進  

シルバー大学の受講促進のための情報提供を行うとともに、シルバー大学ＯＢと懇談会を

開催し活動推進の支援をしました。  

  

②高齢者教室の開催  

生涯学習教育の一環として、各公民館において高齢者を対象とした高齢者教室を開催し、

参加者同士の交流や仲間づくりの促進を行いました。  

 令和元年度実績 

回数 78 回 

延べ参加人数 3,686 人 

  

③運動できる機会の提供  

多くの市民の参加を得て地域対抗総合スポーツ大会である市民スポーツフェスティバル、

市内を縦断するウォーキング大会、各地域・地区において体育祭を開催しました。 

また、地域に出向く運動指導として健康体操教室やニュースポーツ教室を実施するととも

に、市内各種団体へレクリエーションスポーツ用具の貸し出しを行い、身近なスポーツの普

及啓発を行いました。 

  

④芸術文化活動への支援  

シルバー作品展により高齢者団体による芸術・文化活動を支援し交流の場を提供しまし

た。  

 令和元年度実績 

回数 1 回 

述べ参加人数 257 人 

 

  



 

18 
 

【交流の場・交流機会の充実】  

①老人福祉センター等の充実  

老人福祉センター等においては、高齢者の健康保持・娯楽・余暇の充実のため各種サーク

ルや催し物などの実施とともに健康増進活動を支援しました。また、指定管理者制度による

管理運営を行っており、民間の経験や発想を活かし効率的な施設の維持管理と利用促進に努

めました。  

  

②いきいきサロンづくりの推進  

高齢者が地域の身近な場所で、お茶やおしゃべりを楽しめる居場所であるサロンの開設に

ついて、運営費等の補助を実施しました。 

（単位：箇所） 

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画 箇所数 160 200 

実績 箇所数 141 151 

  

③地域教育活動への参加促進  

地域の子ども会・育成会活動の一環として、子どもたちに昔遊びの伝承などを通じて、世

代間交流を行いました。  

  

（３）自立した生活を送るために  

１．福祉サービスの充実  

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して生活できるよう、日常生活に支障がある高

齢者に対し緊急通報装置貸与、日常生活用具購入費助成など各種在宅福祉サービス事業を実施

したほか、軽度生活援助員の派遣※及び安否確認を兼ねた昼食弁当の配達事業を実施しまし

た。紙おむつ給付については、利用者の利便性に配慮し、自宅配送による現物給付により実施

しました。  

  

【在宅福祉サービスの提供】   

①緊急通報装置貸与事業                            （単位：台）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  設置台数  420  430  

実績  設置台数  347  304  

          ＊各年度末現在   

 

②日常生活用具購入費助成事業                       （単位：件）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  補助金交付件数  275 285  

実績  補助金交付件数  238  243  

          ＊各年度末現在     
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③日常生活用具レンタル料助成事業                     （単位：件）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  助成件数  95  100  

実績  助成件数  30  20  

          ＊各年度末現在  

  

④軽度生活援助員派遣事業※                          （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  実利用者数  175  190  

実績  実利用者数  161 157  

          ＊各年度末現在  

  

⑤配食サービス事業※                              （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  実利用者数  461  484  

実績  実利用者数  580  567  

          ＊各年度末現在 （介護予防・生活支援サービス事業対象者以外の利用者数） 

  

⑥紙おむつ給付事業                           （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  延利用者数  1,326  1,378  

実績  延利用者数  1,289  1,217  

     ＊各年度末現在   

 

【家族介護者への支援】 

①在宅寝たきり老人等介護手当支給事業                （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  延利用者数  2,149  2,233  

実績  延利用者数  2,043  1,932  

          ＊各年度末現在  

  

（４）自分らしく生きられるために  

 

１．認知症施策の推進（重点施策）  

認知症に関する正しい知識の普及啓発として、認知症サポーター※養成講座、認知症予防教

室などを実施する他、市内の認知症に関する相談支援機関等の情報の集約及び情報提供として

「認知症ケアパス※」の作成・普及を行い普及啓発と理解促進に努めました。また、認知症の

早期対応に向けた支援体制として、「認知症初期集中支援チーム」を設置し、市全域の早期相

談・支援体制の充実を図るとともに、医療・介護等の関係者の連携強化をすすめながら、地域

全体における認知症やその家族に対して支援活動を行いました。  
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【認知症に関する理解の促進】  

①認知症サポーター養成講座の拡充                  （単位：人）  

 区分 平成 30 年度 令和元年度 

計画  サポーター登録者数 14,500  16,000  

実績  サポーター登録者数 15,556  17,173  

          ＊各年度末現在  

 

【認知症早期発見・早期対応への支援】 

①認知症初期集中チームの活動推進 

 令和元年度実績 

相談件数 118 件 

＊各年度末現在 

 

２．権利擁護体制の充実  

高齢者の人権や権利を擁護するため、相談機能の充実や制度利用の促進を図りました。ま

た、成年後見制度の利用が必要な高齢者が適切に制度利用につながり、利用者がメリットを実

感できる制度運用を進めるため栃木市成年後見制度利用促進計画を策定しました。  

  

【高齢者虐待防止対策の促進】  

地域包括支援センターの窓口において高齢者虐待防止に関する普及啓発を実施しました。  

高齢者虐待の相談に対し、高齢者虐待対応マニュアルに基づき対応を実施しました。  

 令和元年度実績 

相談件数  485 件 

高齢者虐待ケース会議 93 回 

 

【成年後見制度利用の促進】  

①成年後見制度利用支援事業   

認知症などにより判断能力が十分でない高齢者に対して、老人福祉法第 32 条に基づき、

市長が後見開始の審判等の請求を実施しました。  

また、被後見人等の生活状況から、後見人等の業務に対する報酬が支払えない場合に報 

酬の全部又は一部を助成しました。 

 令和元年度実績 

申立件数  2 件 

助成件数 3 件 

 

②権利擁護事業   

高齢者に対して、尊厳ある生活ができるよう権利擁護のための専門的・継続的な支援を行

うとともに、成年後見制度の活用促進、消費者被害の防止、老人福祉施設等への措置支援、

虐待や困難事例への対応を地域包括支援センターが地域関係者と実施しました。 

 令和元年度実績 

権利擁護相談件数  509 件 
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③権利擁護・成年後見支援センター事業   

高齢者の人権や権利の擁護及び成年後見制度の利用促進を図るために、栃木市権利擁護・

成年後見支援センターを開設し、制度利用等に対する相談を実施しました。  

 令和元年度実績 

相談実数 149 件 

  

【消費者被害の未然防止】  

広報とちぎ、ふれあい通信、市ホームページやＦＭくららなどの多様な媒体を活用し、消費

者問題などの情報を提供するとともに栃木市消費生活センター相談員による出前講座など、さ

まざまな学習機会の場を提供することで、消費者被害の防止に取り組みました。  

コミュニティＦＭの番組出演や市内スーパー店頭での啓発活動など様々な機会を活用して、

栃木市消費生活センターの周知や相談窓口の案内を行うとともに、複雑・多様化かつ高度化す

る消費生活問題に関する様々な相談に、適切・迅速に対応できるよう、消費生活相談員が各種

研修へ参加するなどして、消費生活相談に関する相談体制の充実を図りました。  

  

（５）安心して地域で暮らし続けるために  

 

１．在宅医療・介護・関係機関との連携の充実（重点施策）  

在宅医療と介護サービスが一体的に提供できる体制の構築を目指し、医療・介護関係者によ

る在宅医療・介護連携推進会議を設置し、医療と介護の連携ルールの検討や多職種の顔の見え

る関係性づくりのための研修会を実施しました。また、医療介護連携ツールとして医療・介

護・地域資源情報検索システムを導入しました。  

  

【在宅医療・介護・関係機関との連携強化】     

在宅医療、介護連携推進会議 

    多職種研修会の開催 （１０月１７日（木）開催）  

 令和元年度実績 

推進会議 5 回 

多職種研修会の開催数 1 回 
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２．地域における支え合いづくりの推進  

民生委員・児童委員やふれあい相談員による、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯などの見守

りや声かけ活動などを実施するとともに、自治会等の身近なコミュニティにおける見守り訪問

活動などの地域支え合い活動の推進を行いました。  

 

【地域協働の推進】  

○高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域における見守りや安否

確認などの支え合い活動を推進するため、「栃木市地域支え合い活動推進条例」に基づ

き、支え合い活動を実施する自治会に対し地域支え合い活動対象者名簿の提供を行うとと

もに、訪問見守り活動を行う自治会に対し、栃木市地域支え合い活動スタートアップ補助

金を交付した。また、岩舟地域においては、国のモデル事業を活用し、地域課題を「我が

事」として捉え、地域課題の解決を地域全体で「丸ごと」支える「我が事・丸ごと」の地

域づくり事業と専門機関や関係機関のネットワークにより支援を行う「ちーむわがまる」

に取り組みました。 

 令和元年度実績 

活動実施自治会数 6 自治会 

  

○市内在住 70 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者世帯を対象に、ふれあい相談員による

安否確認、相談など訪問活動を実施しました。 

 令和元年度実績 

相談員数 893 人 

訪問対象世帯数 8,332 世帯 

 

○高齢者の日常生活の異変を発見した際に、市への連絡体制を整えるため、市内で営業活動

を行う民間事業者を対象に「栃木市地域見守り事業に関する協定」を締結しました。  

 

○緊急時に必要な医療情報をあらかじめ冷蔵庫に保管する「緊急医療情報カプセル」を配布

しました。  

 令和元年度実績 

配布数 133 個 

     

３．高齢者にやさしいまちづくり  

高齢者が住み慣れた地域や家庭で、安全・安心に生活できるよう、住居や公共施設などの居

住環境整備や公共交通整備に努めました。  

また、防犯対策や、災害時における防災対策の強化に努めました。  
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【高齢社会に対する居住環境整備】  

①シルバーハウジング※生活援助員派遣事業  

シルバーハウジングに入居する高齢者が、安全かつ快適な生活を送れるよう生活援助員を

派遣し、生活指導や相談、夜間を含む緊急時の対応に努めました。  

 令和元年度実績 

相談件数 2,666 件 

緊急通報件数 6 件 

  

②サービス付き高齢者向け住宅などの供給促進  

民間による高齢者向け住宅について、家賃の一部補助により供給促進を図りました。  

  

【公共交通の整備】  

①ふれあいバス運行事業(コミュニティバス)  

栃木市地域公共交通総合連携計画に基づき、高齢者などの交通弱者の日常生活における移 

動手段の確保及び公共交通空白地域の解消を目指して、ふれあいバスを運行しました。  

また、利用者や市民からの意見・要望、利用状況等を踏まえた運行ルート・運行ダイヤの 

見直しを行いました。  

 令和元年度実績 

利用者数 231,385 人 

  

②蔵タク運行事業（デマンドタクシー）  

 令和元年度実績 

利用者数 57,009 人 

  

【安全・安心な暮らしの確保】  

①バリアフリー事業  

「栃木市バリアフリー基本構想」及び「栃木市バリアフリー特定事業計画」において重点 

整備地区に設定した栃木駅と新栃木駅、市庁舎を含む面積 170ha の面的なバリアフリー化を 

図るため、生活関連施設（駅、官公庁、病院、商業施設など）及び生活関連路（道路や駅前 

広場など）について、手すりの設置や段差の解消など改良を行いました。 

  

②交通安全対策事業  

交通安全意識の高揚及び交通事故防止のため、広報・啓発活動を行いました。また、運転 

者・歩行者に対して交通法規やマナーの徹底・向上のために、交通安全教室等を開催しまし 

た。 
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③防犯事業  

地域での防犯意識の高揚を図るため、交通安全教室に合わせた特殊詐欺等の防犯教室を開

催し、チラシ等を作成し、ふれあい相談員を通じ高齢者宅に配布しました。  

また、年末の防犯防火診断をはじめ、警察や関係機関・団体と連携し、防犯パトロールを

行いました。  

  

④防災事業  

地震や台風などの災害時に、避難勧告や気象情報等の災害情報を市民に迅速かつ的確に提

供するため、緊急時に自動で電源が入り放送が流れる防災ラジオを市民に販売しました。  

また、市全域に迅速に情報を伝達する緊急防災情報伝達システムの維持管理に努めまし

た。その他、防災活動に積極的に取り組む自主防災組織の育成・強化について支援を行いま

した。 

 

⑤避難行動要支援者※への対応  

避難行動要支援者名簿の整備方法や災害発生時の配付方法及び個別計画の策定について関

係課による検討を行いました。 

 

⑥買物困難者への支援 

小売店が減少して日常生活用品などの買物が難しい地域における買物弱者支援の制度構築 

に向け、高齢者の買物実態調査や買物支援に繋がる地域資源の調査を行いました。 
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（６）介護保険施設サービス  

 

第７期計画策定時においては、特別養護老人ホームの待機者数を調査し、重複申込みなどを

整理した待機者数が 284 人となりましたので、待機者数を減らすため施設整備計画により順次

整備を進めてきました。  

令和２年度末の整備実績数については、第６期計画の特別養護老人ホーム(広域型)１施設

50 床と、特別養護老人ホーム(地域密着型)１施設 29 床施設の整備が完了し、第７期計画に特

別養護老人ホーム(広域型)ショートステイからの転床 18床と増床 80床の 98 床の整備を予定

し、78 床の整備が完了しています。  

また、第６期計画の老人保健施設１施設 50 床整備が第７期計画中に完了し目標整備数を達

成しました。  

なお、認知症グループホームについては、第６期計画の１施設 18床について整備が完了

し、第７期計画１施設 18 床は整備法人の応募がなかったため未整備となっています。 

  

  施設整備状況                                     (単位：床)  

区 分  
平成 29 年度 

 (既存施設数) 

第７期計画中の

目標整備数  

令和２年度 

(実績数) 

特別養護老人ホーム  
広域型  693  98  821 注 1 

地域密着型  255  0  284 注 2 

老人保健施設  600  0  650 注 3 

認知症高齢者グループホーム  261  18  270 注 4  

特定施設入居者生活介護適用施設※  327  0  327 

  注 1：前計画５０床の施設が完成しています。 

  注 2：前計画２９床の施設が完成しています。 

 注 3：前計画５０床の施設が完成しています。 

 注 4：１施設９床が廃止しています。 
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第４節 日常生活圏域の設定  

（１）日常生活圏域※の設定  

 

市では日常生活圏域として 14 圏域を設定しています。この圏域は、市地域福祉計画・地域

福祉活動計画において、地域に密着した福祉活動の展開を図るための基本単位の「福祉圏域」

の第２層にあたる中学校区と整合性を図っています。 
それぞれの日常生活圏域で取り組む分野や体制を明確にし、事業展開を図ることになってお

り、地域で課題の把握及び解決を試みるような仕組みとなっています。14 圏域に 11 箇所の地

域包括支援センターを設置し事業を推進していきます。 

 
■日常生活圏域、地区別状況                                               （単位：人）  

地域・地区名 町名  総人口 65 歳以上 

人口 高齢化率 

栃

木

地

域 

栃木東地区  
倭町、旭町、室町、城内町、神田町、本町、沼和田

町、河合町、境町  

39,028  12,160  31.2% 栃木西地区  
片柳町、湊町、富士見町、平井町、薗部町、入舟

町、祝町、柳橋町、錦町  

栃木北地区  
万町、日ノ出町、箱森町、小平町、嘉右衛門町、泉

町、大町、昭和町、平柳町１丁目 

吹上地区  
吹上町、細堀町、木野地町、川原田町、野中町、宮

町、千塚町、大森町、仲方町、梓町  
9,536  2,987  31.3% 

皆川地区  
皆川城内町、柏倉町、小野口町、志鳥町、岩出町、

大皆川町、泉川町、新井町  
4,064  1,366  33.6% 

寺尾地区  
尻内町、梅沢町、大久保町、鍋山町、星野町、出流

町  
2,673  1,143 42.7% 

国府地区  
惣社町、柳原町、大光寺町、田村町、寄居町、国府

町、大塚町  
6,119  1,857  30.4% 

大宮地区  
大宮町、平柳町２～３丁目、今泉町、仲仕上町、藤

田町、久保田町、宮田町、高谷町、樋ノ口町  
16,659  4,367 26.2% 

大
平
地
域 

大平北地区  

富田（第１～４,６,７、中央町第１）、西山田、下

皆川、横堀、牛久、川連、土与、蔵井、真弓、下高

島、上高島、北武井  29,936  8,476  28.3% 

大平南地区  
富田（第５,８、日立）、新、西野田、榎本、西水

代、伯仲  

藤岡地域  藤岡町全域  15,366  5,511  35.9% 

都賀地域  都賀町全域  12,886  4,053  31.5% 

西方地域  西方町全域  6,068  2,067  34.1% 

岩舟地域  岩舟町全域  16,907  5,567  32.9% 

総  計 159,246  49,554  31.1% 

資料：住民基本台帳（令和２年３月 31 日現在）  
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（２）地域包括支援センター設置状況 

 

   

●西方地域包括支援センター 

西方総合支所内 

電話 （92）0032 

●国府地域包括支援センター 

国府公民館内 

電話 （27）3855 

 

〇大宮地区包括支援センター 

大宮公民館内 

電話 （28）2113 

●都賀地域包括支援センター 

都賀総合支所内 

電話 （28）0772 

●吹上地域包括支援センター 

吹上公民館内 

電話 （31）1002 

 

〇皆川地区包括支援センター 

皆川公民館内 

電話 （22）3991 

 

〇寺尾地区包括支援センター 

寺尾公民館内 

電話 （31）1120 
●栃木中央地域包括支援センター 

市役所２階 

電話 （21）2245 

担当地区：栃木東・西・北地区 

●大平地域包括支援センター 

大平総合支所内 

電話 （43）9226 

担当地区：大平北・南地区 

●藤岡地域包括支援センター 

藤岡総合支所内 

電話 （62）0911 

●岩舟地域包括支援センター 

岩舟総合支所内 

電話 （55）7782 

国府地区 
大宮地区 

都賀地域 

西方地域 

寺尾地区 

吹上地区 

皆川地区 

岩舟地域 

藤岡地域 

大平南 

地区 

大平北地区 

栃木西地区 栃木東地区 

栃木北地区 
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第３章 高齢者施策の基本数値の推計     

 

第１節 人口及び被保険者数の推計  

（１）人口推計  

本市の総人口は、令和２年は 159,246 人ですが、令和７年（2025 年）には 151,015 人、 令

和 22 年（2040 年）には 119,795 人へと減少すると推計されます。一方、高齢者人口は、令和

６年（2024 年）に 50,277 人とピークを迎えた後は減少に転じると推計されます。しかし、高

齢化率は、令和２年は 31.1％ですが、令和７年には 33.3％、令和 22年には 38.6％へと増加

すると推計されます。  

  

■本市の将来の総人口及び高齢者人口                                        （単位：人）  

区分 
実  績 推  計 

令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 
令和 7年 

（2025 年） 

令和 22 年 

（2040 年） 

総 人 口 160,743 159,246 157,703 156,110 154,468 151,015 119,795 

高 齢 者 全 体  48,922 49,554 49,873 50,094 50,134 50,240 46,265 

  

  

 

前期高齢者  25,254 25,610 25,994 25,548 24,515 22,526 19,782 

後期高齢者  23,668 23,944 23,878 24,547 25,619 27,714 26,483 

高齢化率  30.4% 31.1% 31.6% 32.1% 32.5% 33.3% 38.6% 

０歳～64 歳人口 111,821 109,692 107,830 106,016 104,334 100,775 73,530 

資料:実績－住民基本台帳（各年３月 31 日現在 外国人を含む）  
推計－コーホート変化率※による推計値（2021 年以降）  

  

■全国・栃木県の将来の総人口及び高齢者人口                         （単位：万人）  

区分  
平成 29 年(全国) 令和 7年(2025 年)(全国) 令和 22 年(2040 年)(全国) 

平成 29 年(栃木県) 令和 7 年(2025 年）(栃木県) 令和 22 年(2040 年)(栃木県) 

総 人 口 
12,671 12,254  11,091 

196 187 165 

高 齢 者 全 体  
3,515 3,677  3,920 

53 57  59 

  

  

  

前期高齢者  
1,767 1,497  1,681 

28 25  25 

後期高齢者  
1,748 2,180  2,239 

25 32  34 

高齢化率  
27.7% 30.0%  35.3% 

27.2% 30.6%  35.7% 

資料：全  国－ (2017 年（平成 29 年）版内閣府高齢社会白書 
栃木県－栃木県毎月人口調査報告書(2017 年（平成 29 年）10 月１日現在） 

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」（2025、2040 年）  
高齢化率は万人未満を四捨五入せずに算出したもの  
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■本市の将来の高齢者人口・高齢化率の推移及び生産年齢人口（15 歳～64 歳）の推移  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

((((人人人人))))

31.1% 31.6% 30.4% 

44440,0000,0000,0000,000    

33330,0000,0000,0000,000    

22220,0000,0000,0000,000    

23232323,,,,668668668668    

11110,0000,0000,0000,000    

30.0%30.0%30.0%30.0%    

    

0000    

25252525,,,,254254254254    

0000.0%.0%.0%.0%    
2019 年 2021 年 2023 年 

前期高齢者前期高齢者前期高齢者前期高齢者 

後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者 

高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率 

55550,0000,0000,0000,000    

33332222.0%.0%.0%.0%    

88880,0000,0000,0000,000    33338888.0%.0%.0%.0%    

48484848,,,,922922922922    

25252525,,,,610610610610    

23232323,,,,944944944944    

2020 年 2022 年 2025 年 2040 年 

49494949,,,,555555554444    

25252525,,,,994994994994    

23232323,,,,878878878878    

49494949,,,,873873873873    

25252525,,,,548548548548    

24242424,,,,547547547547    

22224444,,,,515515515515    

25252525,,,,619619619619    

50505050,,,,094094094094    50505050,,,,134134134134    

22222222,,,,526526526526    

27272727,,,,714714714714    

50505050,,,,240240240240    

19191919,,,,782782782782    

46464646,,,,265265265265    

26262626,,,,483483483483    

32.1% 32.5% 33.3% 38.6%     

    

((((人人人人))))

    

88880,0000,0000,0000,000    

99990,0000,0000,0000,000    

111100000000,000,000,000,000    

0000    

生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口    11110,0000,0000,0000,000    

91919191,,,,775775775775    90909090,,,,310310310310    88888888,,,,877877877877    87878787,,,,637637637637    84848484,,,,977977977977    

63636363,,,,685685685685    

66660,0000,0000,0000,000    

77770,0000,0000,0000,000    

93,55693,55693,55693,556    
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（２）認知症高齢者の状況  

 

認知症高齢者数は、高齢化の進展に伴って増加し、全国で、令和 2年には 602～631 万人、

令和 7年（2025 年）には 675～730 万人、令和 22 年（2040 年）には 802～953 万人になると予

測されています。  

この推計を本市に当てはめると、令和 2年には 8,500～8,900 人、令和 7年には 9,400～

10,200 人、令和 22 年には 9,900～11,700 人になると推計され、令和 7年には 65 歳以上の高

齢者の約５人に１人、令和 22 年には 65歳以上の高齢者の約４人に１人になると推計されま

す。  

  

■全国の高齢者人口に対する認知症高齢者の出現率                             （単位：％）  

将来推計（年）  
（参考） 

平成 27 年 
令和 2 年 

令和 7 年

（2025 年）  

令和 22 年 

（2040 年） 

認知症有病率が一定の場合  15.7  17.2  19.0  21.4 

認知症有病率が上昇する場合  16.0  18.0  20.6  25.4 

資料：厚生労働省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）【参考】認知症の将来推計について」※
  

（2015 年（平成 27 年）１月）  

    

■本市の高齢者人口に対する認知症高齢者数の将来推計                         （単位：人）  

将来推計（年）  
（参考） 

平成 27 年 
令和 2 年 

令和 7 年

（2025 年）  

令和 22 年 

（2040 年） 

認知症有病率が一定の場合  7,200 8,500  9,400  9,900 

認知症有病率が上昇する場合  7,300 8,900  10,200  11,700 

資料：厚生労働省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）【参考】認知症の将来推計について」  
（2015 年（平成 27 年）１月）及び栃木市の高齢者数推計に基づき推計したもの  

  

■高齢者人口に対する認知症高齢者数の将来推計                               （単位：人）  

将来推計（年） 

（参考） 

平成 27 年

（全国） 

令和 2 年 

（全国） 

令和 7 年

（2025 年）

（全国） 

令和 22 年 

（2040 年）

（全国） 

（参考） 

平成 27 年

（栃木県） 

令和 2 年 

（栃木県） 

令和 7 年

（2025 年）

（栃木県） 

令和 22 年 

（2040 年）

（栃木県） 

認知症有病率が一定の場合  
5,170,000 6,020,000 6,750,000 8,020,000 

80,000 96,000  109,000 117,000 

認知症有病率が上昇する場合  
5,250,000 6,310,000 7,300,000 9,530,000 

82,000  100,000 118,000 140,000 

資料：全 国－厚生労働省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）【参考】認知症の将来推計について 

（2015 年（平成 27 年）1 月）  
栃木県－厚生労働省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）【参考】認知症の将来推計について」

（2015 年（平成 27 年）1 月）及び県内市町の高齢者数推計に基づき推計したもの 

（栃木県高齢対策課資料より）    
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第２節 要介護認定者数の推計  

要支援・要介護認定者の推計は、将来推計人口に性別・年齢階級別の認定率を乗じて行いま

す。  

令和３年度の要支援・要介護認定者の推計値は 8,035 人ですが、第８期計画の最終年である

令和５年度には 277 人増え、8,312 人となり、3.4％の増加となっています。団塊の世代が後

期高齢者となる令和７年度（2025 年）には 8,587 人となり、6.9％の増加となる見込みです。

また、要支援・要介護認定者別に令和７年度（2025 年度）及び令和 22年度（2040 年）を見る

と、令和７年度は要支援認定者で 6.9％、要介護認定者で 6.8％の増加が見込まれますが、令

和 22 年度には、要支援認定者で△6.5％、要介護認定者で△1.5％と見込まれます。 

  

■要支援・要介護認定者数の見込み                              （単位：人）  

区分  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  
令和 7 年度

（2025 年） 

令和 22 年度 

（2040 年） 

要 支  援  １  554  563  574  593  515 

 第１号被保険者  547  556  567  586  510 

第２号被保険者  7  7  7  7  5 

要 支  援  ２ 948  968  981  1,014  890 

第１号被保険者  934  954  967  1,000  881 

第２号被保険者  14  14  14  14  9 

要 介  護  １  1,789  1,819  1,849  1,906  1,695 

第１号被保険者  1,748  1,778  1,809  1,867  1,669 

第２号被保険者  41  41  40  39  26 

要 介  護  ２  1,587  1,613  1,640  1,695  1,566 

第１号被保険者  1,541  1,567  1,596  1,651  1,537 

第２号被保険者  46  46  44  44  29 

要 介  護  ３  1,152  1,175  1,194  1,233  1,149 

第１号被保険者  1,118  1,141  1,161  1,201  1,128 

第２号被保険者  34  34  33  32  21 

要 介  護  ４  1,094  1,113  1,132  1,169  1,103 

第１号被保険者  1,072  1,091  1,110  1,148  1,089 

第２号被保険者  22  22  22  21  14 

要 介  護  ５  911  928  942  977  925 

第１号被保険者  891  908  922  958  912 

第２号被保険者  20  20  20  19  13 

合 計  8,035  8,179  8,312  8,587  7,843 

第１号被保険者  7,851  7,995  8,132  8,411  7,726 

第２号被保険者  184  184  180  176  117 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム 【栃木市データ】 
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第４章 計画策定における現状と課題     

 

第１節 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に係るアンケート調査  

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の概要  

 

①調査の目的  

本調査は、「第８期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定するため、本市

の高齢者の生活状況や健康状態、高齢者施策等への考え方やサービスに関するニーズなどを把

握し、令和３年度から令和５年度を計画期間とする新たな計画を策定するうえでの基礎資料と

して活用することを目的として実施しました。  

  

②調査方法  

市内在住の 65 歳以上の高齢者（要介護１～５の方を除く）3,000 名を対象に調査を行って

います。  

  

③実施方法及び実施時期  

・実施方法：返信用封筒を同封し、郵送配布、郵送回収  

・実施時期：発送 令和２年２月３日（月）  

           回収 令和２年２月 21 日（金）  

  

④回収状況  

調査名 配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回収率 

介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査  
3,000 2,068 68.9％ 2,068 68.9％ 
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（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査による圏域分析  

 

厚生労働省が運用している「地域包括ケア見える化システム」において、先に実施した「栃木

市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果をアップロードすることによって、各リスクの判

定を行っています。この資料は、「見える化システム」から算出された各リスクを整理し、グラ

フにしています。  

  

※地域包括ケア見える化システム：都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の

策定・実行を総合的に支援するための情報システムです。  

 

総括表                                                                      （単位：％）  

 運動器機能 栄養改善 咀嚼機能 閉じこもり 認知症 うつ IADL 転倒 

  栃木市 14.2 7.1 30.1 18.1 43.4 40.3 5.6 30.2 

 栃木地区 15.6 8.2 27.2 13.4 40.1 39.9 6.2 31.8 

 吹上地区 22.1 9.6 38.2 24.3 44.1 47.1 8.8 33.1 

 皆川地区 15.0 8.3 27.1 21.8 38.3 42.1 6.8 32.3 

 寺尾地区 14.1 5.6 32.4 23.2 38.7 35.2 4.2 31.0 

 国府地区 9.0 7.5 27.1 18.0 45.9 41.4 5.3 30.8 

 大宮地区 14.2 7.4 19.8 12.3 44.4 40.1 1.9 29.0 

 大平地域 11.3 5.3 32.7 15.3 43.3 36.0 5.0 27.7 

 藤岡地域 16.1 5.4 36.2 25.5 52.3 49.7 4.7 27.5 

 都賀地域 12.9 6.5 27.7 17.4 48.4 35.5 9.0 29.0 

 西方地域 13.0 8.2 32.2 22.6 39.0 40.4 4.8 30.8 

 岩舟地域 13.1 6.3 35.0 19.4 48.1 41.9 5.0 29.4 

  

   ：圏域中最も高い  

  

  

  

※ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）電話の使い方、買い物、家事、移動、外出、服薬の管理、金銭の

管理など、日常生活動作(ＡＤＬ: 決まった時間の起床、着替え、整髪、洗顔に始まり、食事、排せ

つ、入浴、外出時の移動（歩行）など) ではとらえられない、より頭を使って判断することが求め

られる動作のことをいいます。  
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第２節 日常生活圏域の状況と課題 
  

 

  

栃木中央地域包括 

支援センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題  

・運動器機能リスク、栄養改善リスク、ＩＡＤＬ、転倒リスクが市平均 

よりやや高くなっています。特に運動器機能リスク、栄養改善リスク、 

転倒リスクの３項目は圏域中３番目に高い判定率となっていることか

ら、体を動かすことについては注意が必要な人が多い地域となってい 

ます。 そのため、生活習慣病の悪化や加齢に伴う体力低下に対する予

防の取組は重要です。 

②包括事業からの課題 

・身近な場所で介護予防に取り組みたいというニーズが多い一方、地域 

活動に未参加の人もいることから、今後さらに地域の人同士がつなが 

りをもち、住民主体の健康づくりが継続的に行われるよう地域介護予 

防活動の推進を図る必要があります。 

・認知症に関する相談が増加傾向にあります。  

・家族機能が低下し、複合的な問題を抱える困難事例が増加しています。 

③地域ケア会議※等からの課題  

・古くからの住宅が点在しており、高齢者世帯、独居世帯が増加傾向 

です。 

・近隣と交流がなく閉じこもりがちな高齢者が孤立しやすくなっていま

す。 そのため、地域関係者と支え合う関係づくりを進め、孤立化の予

防及び暮らしやすい地域を目指していく必要があります。 

吹上地域包括支援 

センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題  

・運動器機能リスク、栄養改善リスク、咀嚼機能リスク、転倒リスクの 

４項目が圏域中最も高く、それ以外のすべての項目についても市平均 

より高い判定率となっていることから、地域に広く介護予防の取組を 

啓発していく必要があります。 

②包括事業からの課題  

・認知症に関する相談が増加傾向です。 

・複合的な問題を抱える困難事例が増加しています。 

・身近な場所で介護予防に取り組みたいというニーズがある一方、地域 

活動に未参加の人もいることから、今後さらに地域介護予防活動の推 

進を図る必要があります。 

③地域ケア会議等からの課題  

・高齢化が進み、地域コミュニティが希薄になっています。 

【ニーズ調査等から見える地域の課題】 
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皆川地区包括支援 

センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題 

・咀嚼機能リスク、認知症リスクの２項目を除いたすべての項目で市平 

均より高い判定率となっています。特に、栄養改善リスク、転倒リス 

クでは圏域中２番目に高い判定率で、うつリスク、ＩＡＤＬ（低い） 

では圏域中３番目に高い判定率となっていることから、全体的に注意 

が必要な高齢者が多い地区であり、介護予防の取組が重要です。 

②包括事業からの課題 

・集いの場のリーダーとなる方の高齢化が進み、サロン等の継続や立ち 

上げに困難な地域があります。 

・医療機関やスーパーへの交通手段が確保できない高齢者を支援する必 

要があります。 

③地域ケア会議等からの課題  

・近隣との関係の希薄化から、地域の高齢者の状況が周囲に把握されに 

くい状況です。 

寺尾地区包括支援 

センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題 

・閉じこもりリスクが圏域中で３番目に高い判定率となっていることか

ら、高齢者の孤立化を予防するための取組が重要です。 

その他の項目では、転倒リスクが市平均よりやや高く、介護予防の取 

組が重要です。 

②包括事業からの課題 

・認知症に関する相談が増加傾向です。 

・複合的な問題を抱える困難事例が増加しています。 

③地域ケア会議等からの課題  

・市全体で高齢化率が最も高い地区となっています。 

・医療機関、スーパーがない等、生活に苦慮する地域です。  

国府地域包括支援 

センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題  

・ほとんどの項目で市平均に近い判定率となっています。 

・運動器機能リスクでは圏域中最も低い判定率となっており、身体的に 

元気な高齢者が多い地域といえますが、生活習慣の悪化や加齢に伴い、 

介護の必要性が高くなることが予測されるため、介護予防の取組は重 

要です。 

・物忘れが多いと感じている高齢者の割合は高く、認知症に関する相談 

窓口の認知度が低いため、普及啓発に取り組む必要があります。 

②包括事業からの課題  

・複合的な問題を抱える困難事例が増加しています。 

・交通手段が確保できない高齢者は、地域活動への参加、勧奨が難しい 

状況にあります。 

③地域ケア会議等からの課題  

・交通手段がなく、交流の場に参加できない高齢者が多い状況です。 

・独居、認知症高齢者等見守りが必要な高齢者が増加しています。  
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大宮地区包括支援 

センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題  

・栄養改善リスク、認知症リスクが市平均より少し高い判定率となって 

います。その他の項目はすべて市平均より低い判定率となっていて、 

特に、咀嚼機能リスク、ＩＡＤＬ（低い）は圏域中最も低くなってい 

ます。 

・低栄養による身体機能低下や、認知機能の低下により介護の必要性が 

高くなることが予測されるため、介護予防の取組が重要です。 

②包括事業からの課題  

・認知症に関する相談が増加しています。 

・家族が遠方に居住するケース、身寄りのないケース等の支援が増加し 

ています。 

・自治会により地域活動に差があります。 

・介護予防に取り組みたいと考えているニーズは多いが、地域活動に参 

加している人は少ないため、身近な場所で継続的に介護予防に取り組 

めるよう、住民主体での地域介護予防活動を推進していく必要があり 

ます。 

③地域ケア会議等からの課題  

・認知症高齢者への対応が分からない傾向にあります。 

・見守りが必要な高齢者が増加しています。 

大平地域包括支援 

センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題  

・咀嚼機能リスク以外のすべての項目が市平均よりも低くなっていま 

す。特に、運動器機能リスク、咀嚼機能リスク、転倒リスクは圏域中 

２番目に低くなっていることから、元気な高齢者が多い地区といえま

す。 

・一方で、生活習慣病の悪化や加齢に伴う体力低下などにより介護の必 

要性が高くなることも予測されるため、口腔ケアに重点を置いた介護 

予防の取組が必要です。 

・身近な場所で介護予防に取り組みたいというニーズが多い一方、地域 

活動に未参加の人も多いことから、今後さらに地域介護予防活動の推 

進を図る必要があります。 

②包括事業からの課題  

・地域や自治会の活動に大きな違いがあります。 

・複合的な問題を抱える困難事例が増加傾向です。  

③地域ケア会議等からの課題 

・対象者が病気になった時に、頼りになる人がいない場合が多く、家族 

が遠方、身寄りがない等で支援も増加しているため、地域での連携強 

化や孤立化の予防等、暮らしやすい地域を目指していく必要がありま

す。 

藤岡地域包括支援 

センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題  

・閉じこもりリスク、認知症リスク、うつリスクが圏域中最も高い判定 

率となっています。また、運動器機能リスク、咀嚼機能リスクは圏域 

中で２番目に高い判定率となっています。そのため、注意が必要な高 

齢者が多い地域となります。 

・今後加齢に伴い、介護の必要性が高くなることが予測されるため、介護予防 
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の取組が必要です。 

②包括事業からの課題  

・はつらつセンターやいきいきサロンが少なく、シニアクラブも減少傾 

向にあり、地域の中で高齢者が集い活動する場所が少ない状況です。 

住民が地域に根差した介護予防活動を行えるよう自治会活動の普及啓 

発や活動支援を行っていく必要があります。 

③地域ケア会議等からの課題 

・市内でも高齢化率が高く高齢者世帯、独居世帯が増加しており、若い 

世代の流出が大きい地域となっています。高齢者の問題も含む様々な 

地域住民の困りごとに対応していくため、住民との協働による地域づ 

くりや地域共生社会への取組が必要です。 

都賀地域包括支援 

センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題  

・ＩＡＤＬ（低い）が圏域で最も高く、認知症リスクは圏域で２番目に

高いことから、元気高齢者向けに更なる介護予防に取り組む必要があ

ります。 

②包括事業からの課題  

・認知症に関する相談が増加しています。 

・身近な場所で介護予防に取り組みたいというニーズが多い一方、地域 

活動に未参加の人もいることから、今後さらに地域介護予防活動の推 

進を図る必要があります。 

・家族機能が低下し、複合的な問題を抱える困難事例が増加しています。 

③地域ケア会議等からの課題  

・高齢者世帯が増加傾向になっています。 

・近隣、関係者との支え合いを進め、孤立化の予防及び暮らしやすい地 

域を目指していく必要があります。 

・古くからの住宅密集地、郊外の田園地域等、地域のニーズが異なって 

 います。 

西方地域包括支援 

センター  

①ニーズ調査結果等からの状況と課題  

・栄養改善リスク、咀嚼機能リスクが市平均を上回っていることから食 

生活に注意が必要な高齢者が多い地域といえます。 

・高齢者世帯が多くなっています。 

・生活習慣病の悪化や加齢に伴う体力低下などにより、介護の必要性が 

高くなることが予想されるため、介護予防の取組は重要です。 

・身近な場所で介護予防に取り組みたいというニーズが多い一方、地域 

活動に未参加の人も多いことから、今後さらに地域介護予防活動の推 

進を図る必要があります。 

②包括事業からの課題  

・認知症に関する相談が増加しています。 

・家族機能が低下し、適切に受診できないケースが増加しています。 

・複合的な問題を抱える困難事例が増加しています。   

③地域ケア会議等からの課題  

・交通手段がないことで、集まりの場に通えない高齢者が多くなってい 

ます。 
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岩舟地域包括支援 

センター  

① ニーズ調査結果等からの状況と課題 

・咀嚼機能リスク、閉じこもりリスク、認知症リスク、うつリスクが市 

平均よりも高い判定率となっています。 

・咀嚼機能リスクが市平均よりも高いことからオーラルフレイル予防に 

取り組む必要があります。 

・転倒リスクは市平均よりも低い状況ですが、足腰などの痛みや交通手 

段がないなどの理由から外出を控えている高齢者の割合が高くなって 

います。 

・閉じこもりになると、運動器機能の低下、認知機能の低下など介護の 

必要性が高くなることが考えられるため、予防に取り組む必要があり 

ます。 

・身近な場所での運動器機能向上のニーズが高いため、地域のつながり 

を生かし、介護予防の取組を複合的に実施することが効果的と考えま

す。 

・認知症に関する相談窓口の認知度が低く、早期相談に結びついていな 

いため、身近な場所で相談できる体制整備が必要です。 

② 包括事業からの課題 

・認知症に関する相談が増加しており、理解不足や医療機関未受診の高 

齢者が多い傾向にあるため、普及啓発を拡充する必要があります。 

・複合的な問題を抱える事例が増加しており、多機関・多職種との連携 

による支援が重要となっています。そのため、適切な支援を行う上で 

専門職間のネットワークを構築する必要があります。 

③ 地域ケア会議等からの課題 

〔岩舟地域〕 

・子どもの登下校の安心安全を守るため、高齢者だけでなく若い世代層 

 を含めた地域の協力者を増やし見守り活動を広げる環境づくりが課題 

となっています。 

・少子高齢化、ひとり暮らしや老々世帯の増加に対し、地域での子育て 

と高齢者の地域活動をタイアップさせ考えることが必要です。 

・ゴミ出しなどの生活の困りごとを発信できるようなコミュニケーショ 

 ンづくり、及び、地域をつなげ、支える仕組みづくりが必要です。 

〔静和地区〕 

・子ども、高齢者の見守り体制が必要です。 

・地域で気軽に集まれる集いの場と、悩み相談を兼ねた場所の設置が必 

要です。 

・地域住民の生活の困りごとを解決できるような仕組みづくりが必要で

す。 

〔小野寺南地区〕 

・困っている人に対し地域住民が手を差しのべられるような地域づくり 

 が必要であり、まずは地域住民に「我が事・丸ごと」事業を理解して 

もらうための取組としてチラシづくりを考えていく必要があります。 

・少子高齢化の中で高齢者が活躍でき同時に子どもの居場所づくりにも 

 なるような場所が必要です。 
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〔小野寺北地区〕 

・岩舟地域内で一番高齢化率が高いことから、高齢者が孤立しないコミ 

 ュニケーションがとれる地域づくりとして、はつらつセンターなどの 

集まりの場づくりや、地域の施設も地域に密着した施設づくりを、地 

域住民が一緒に考えていくことが必要です。 

・認知症を「我が事」として捉え、地域で支える仕組みづくりが必要で

す。 

・ワークショップで出た様々な地域課題を再度見直し、その内容につい 

 て取組を進めていくことが大切です。（土砂災害警戒区域になっており

地域での災害対策が必要。まちづくり実働組織が主導だが、防災の知 

識を住民が把握していることは重要。自分達でできることから考える 

必要があるなど） 
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第５章 計画の基本的な考え方     

 

第１節 計画の基本理念  

栃木市総合計画では、基本構想の将来都市像を「“自然”“歴史”“文化”が息づき“みん

な” が笑顔のあったか栃木市」としています。この将来都市像を実現させるための基本方針の

ひとつに「基本方針Ⅳ 健康で生きがいを持てるまちづくり」を掲げています。  

その中で、高齢者施策については、「自立支援の充実」を掲げ、高齢者が住み慣れた家庭や地

域のなかでいきいきとした暮らしのできる環境づくり、社会参加・生きがいづくりの推進、介護

保険制度の適正な実施、介護予防対策の推進を図ることを目指しています。  

また、平成 29 年度に改正された介護保険法では、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能

の強化等の取組の推進として、「地域包括ケアシステムの深化・推進」を掲げています。  

本市においても令和７年（2025 年）までに団塊の世代が後期高齢者となり、ひとり暮らしの

高齢者や高齢者のみの世帯、要介護者が増加していく中で、医療・介護等を必要とする高齢者が

可能な限り住み慣れた地域で個人の尊厳や自分らしい生き方が尊重され、安心して生活していく

ことができるよう、地域の各種団体、関係機関等と連携・協働して、高齢者の地域生活を支える

地域包括ケアシステムの構築を目指します。  

また、地域生活課題を「我が事」として捉え、地域で考え地域が自らの力で解決することの出

来る「丸ごと」の地域づくりや複合化・複雑化する福祉課題に対し、適切な福祉サービスの利用

や制度の狭間に対する支援を行う全世代対応の包括的支援体制の構築などの「我が事・丸ごと」

の取組を推進し、地域福祉計画・地域活動計画に掲げる「地域共生社会の実現」に向けた全世代

型地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

本計画においては、栃木市総合計画及び栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画を上位計画と

位置づけ、市の各計画、県の医療計画等との整合性を図り、これまでの計画を継承しつつ、新た

な視点も盛り込み、高齢者一人ひとりが健康で生きがいを感じ、たとえ介護が必要になっても地

域で支え合い、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう基本理念を  

  

  

 

 

 と定め、５つの基本目標に沿って具体的な施策の展開を図ります。  

    

  

住み慣れた地域でともに支え合い、高齢者が自分らしく生きるまち住み慣れた地域でともに支え合い、高齢者が自分らしく生きるまち住み慣れた地域でともに支え合い、高齢者が自分らしく生きるまち住み慣れた地域でともに支え合い、高齢者が自分らしく生きるまち    

我が事・丸ごと“あったかとちぎ”我が事・丸ごと“あったかとちぎ”我が事・丸ごと“あったかとちぎ”我が事・丸ごと“あったかとちぎ”    
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 第２節 基本目標  

 本計画の基本目標は、以下に示す５つの目標を設定します。  

  

基本目標１ 健康に暮らせるために  

  

基本目標２ 生きがいを持って暮らせるために  

  

基本目標３ 自立した生活を送るために  

  

基本目標４ 自分らしく生きられるために  

  

基本目標５ 安心して地域で暮らし続けるために  
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第３節 計画の体系  

（１）施策の体系  

 

  
〖基本目標〗 〖 施 策 〗     〖具体的な施策〗 

 

 

 

  

  

  

  

  

（１）認知症に関する理解の促進 

（１）高齢者の就労支援 

（１）高齢者の健康づくりの推進 

（１）在宅福祉サービスの提供 

（２）健康管理の継続支援 

 
（３）心の健康への支援 

 
（１）介護予防・生活支援サービスの推進 

 
（２）一般介護予防事業の推進 

 

（２）高齢者の地域活動への支援 

（１）生涯学習の推進 

（２）交流の場・交流機会の充実 

（２）高齢者の生活支援 

（３）家族介護者への支援 

（１）在宅サービスの充実 

（２）地域密着型サービスの充実 

（３）施設・居住系サービスの基盤整備 

（１）介護者支援の充実 

（２）業務効率化の取組 

（２）認知症予防、早期発見・早期対応の推進 

（３）認知症の人とその家族への支援 

（１）高齢者虐待防止対策の促進 

（２）成年後見制度利用の促進 

（３）消費者被害の未然防止 

（１）地域包括支援センター機能強化の推進 

（２）在宅医療・介護・関係機関との連携強化 

 
（１）地域協働の推進 

 
（２）地域の社会資源※情報等の提供 

（３）地域包括ケアシステムの深化・推進 

 
（１）高齢社会に対応する居住環境整備 

 
（２）公共交通の整備 

 
（３）安心・安全な暮らしの確保 

 

基本目標１ 

健康に暮らせる

ために 

１ 健康づくりの推進 

２ 介護予防の推進★ 

基本目標２ 

生きがいを持って

暮らせるために 

１ 地域活動への参加促進 

２ 学習・余暇活動の推進 

基本目標３ 

自立した生活を 

送るために 

１ 福祉サービスの充実 

２ 介護保険サービスの推進 

３ 介護離職ゼロの実現に 

向けて★ 

１ 認知症施策の推進★ 

２ 権利擁護体制の充実 

基本目標４ 

自分らしく 

生きられるために 

基本目標５ 

安心して地域で 

暮らし続けるた 

めに 

１ 在宅医療・介護・関係 

機関との連携の充実 

２ 地域共生社会の実現★ 

３ 高齢者にやさしいまち 

づくり 

（４）災害や感染症対策に係る体制整備★ 

★は重点施策 
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（２）計画の重点施策の検証と今後  

 

■重点施策１  介護予防の推進  

地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防事業に取り組み、特に高齢者の保健事業と介

護予防の一体的な実施を推進しながら、高齢者の健康づくり、地域のコミュニティの活性化等

を踏まえて、地域住民が主体となって取り組む介護予防事業の充実を図り、自立支援、疾病予

防・重症化予防を進めていきます。  

■重点施策２  介護離職ゼロの実現に向けて  

介護事業所等で働く職員が介護に直面しても、すぐに退職することなく、仕事と介護を両立

できるようにするための取組を進めていきます。  

■重点施策３  認知症施策の推進  

認知症の人やその家族が安心して生活をするために、認知症の人を理解し支援する体制の構

築を充実していくとともに、認知症の早期段階から相談支援に対応する「認知症初期集中支援

チーム」や各地域包括支援センターに配置している「認知症地域支援推進員※」が中心とな

り、地域の関係者及び関係機関と連携を図りながら、認知症の人やその家族等の声を反映させ

る取組を通じて、認知症の人にやさしいまちづくりにつながるよう事業の拡充を進めていきま

す。 

■重点施策４  地域共生社会の実現  

地域で暮らす人々の様々な生活課題を他人事ではなく「我が事」として捉え、地域全体の課

題として「丸ごと」受け止め、地域に暮らす人たち誰もが生きがいや役割を持ち、自助・互

助・共助により地域課題を地域で解決することができる、誰もが暮らしやすい「我が事・丸ご

と」の地域づくりの取組を進めていきます。また、地域の福祉課題が複雑化・複合化する中

で、全ての相談を丸ごと受け止める相談支援体制の整備、制度の狭間に対し地域の様々な資源

を活用して地域全体で丸ごと受け止めることのできる全世代型地域包括ケアシステムの構築を

進めていきます。 

■重点施策５  災害や感染症対策に係る体制の整備  

近年増加する災害や感染症に対して、柔軟に対応できるよう県や近隣市町との連携を図りな

がら取組を進めていきます。 
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第６章 高齢者保健福祉計画     

 
  

第 1 節 健康づくりの推進（基本目標１ 施策１） 

【施策の方針】 

 

予防接種で疾病等を予防する一方、健康教育、健康相談、健康診査を実施し、市民の健康意

識を高め、健康状態の把握とその管理を促進します。さらに生活習慣病予防のため特定健康診

査や保健指導を行い、高齢者がいつまでも元気で生活していけるよう健康の維持向上を支援し

ます。  

  

（１）高齢者の健康づくりの推進 

 

１．健康教室・相談事業 

健康増進法に基づき、40 歳以上を対象として健康教育や健康相談及び訪問指導を実施

し、生活習慣病予防や健康の保持増進を進めます。市民一人ひとりが、自分の健康状態を的

確に把握し、健康情報の取得に努め、適切な生活習慣健康行動の実践を目指します。  

  

２．健康診査事業 

がんなどの生活習慣病の早期発見と早期治療推進等のため、各種健診を実施します。ま

た、要精密検査対象者に対し医療機関への早期受診の勧奨、生活習慣の改善及び健康の保持

増進が図れるよう支援します。  

         ＜実績と計画＞                                      （単位：回、％）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

集団検診実施回数  102 103 100 100 

集団検診受診率注１  21.2 22.0 22.5 23.0 

実績：令和元年度末現在  
注１：指標の一つとして大腸がん検診の実績・計画を計上  
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３．特定健康診査事業 

40～74 歳の国民健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着目し、糖尿病

などの生活習慣病の発症や重症化を予防するため特定健康診査を実施します。また、 75 歳

以上の後期高齢者医療被保険者を対象に、疾病の早期発見と重症化の予防のため健康診査を

実施します。  

         ＜特定健康診査事業（40～74 歳の国民健康保険被保険者）実績と計画＞（単位：％）  

区 分  

実 績 計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

受診率  33.4 50.0 55.0 60.0 

実績：令和元年度末現在  

  

         ＜健康診査事業（後期高齢者医療の被保険者（75 歳以上））実績と計画＞（単位：％）  

区 分  

実 績 計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

受診率  23.9 26.0 26.5 27.0 

実績：令和元年度末現在  

  

４．特定保健指導事業 

特定健診の結果、メタボリックシンドローム及びその予備群に該当した 40～74 歳の市民

を対象に、生活習慣病の発症や重症化予防のため特定保健指導を実施します。  

         ＜実績と計画＞                                         （単位：％）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

初回面接指導率 25.3 60.0 60.0 60.0 

実績：令和元年度末現在  

  

５．健康はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧施術料助成事業 

在宅の 75歳以上の方に対し、健康の保持や健康寿命延伸のため、はり、きゅう、あん摩

マッサージ指圧施術料（保険適用外）の一部を助成します。  

         ＜実績と計画＞                                         （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

助成券申請者数 544 540 545 545 

実績：令和元年度末現在  
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（２）健康管理の継続支援 

 

１．予防接種事業 

高齢者のインフルエンザや肺炎の予防対策として、予防接種の接種率を向上させるため、

予防接種費用の一部助成を実施します。 

         ＜実績と計画＞                                         （単位：％）  

区 分  

実 績 計 画 

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

被接種率 

（インフルエンザ） 
57.6 58.0 58.3 58.5 

実績：令和元年度末現在  

  

２．結核検診事業 

結核の蔓延予防、早期発見・早期治療のため、65 歳以上の方に「結核・肺がん検診」を

無料で実施します。  

  

３．人間ドック検診事業 

35 歳以上の国民健康保険被保険者と後期高齢者医療被保険者を対象に、人間ドック（一

般、脳）費用の助成を行い、疾病の早期発見から早期治療につなぎ、医療費の削減を目指し

ます。  

         ＜国民健康保険：35～74 歳 実績と計画＞                 （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

受診者  1,020 1,130 1,130 1,130 

実績：令和元年度末現在  

  

         ＜後期高齢者医療：75歳以上 実績と計画＞               （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画 

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

受診者  218 350 350 350 

実績：令和元年度末現在  
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（３）心の健康への支援 

 

１．自殺予防事業  

自殺に関する知識の普及啓発や自殺予防のための相談対応の実施、関係団体などとの連携

により、地域の自殺予防対策の推進強化を図ります。パンフレットの配布による普及啓発、

ストレスチェックの実施、相談及び研修会等の機会を通じ、自殺予防やこころの健康づくり

について、高齢者を含め、市民一人ひとりが正しく理解し、自ら行動できること目指しま

す。  

         ＜実績と計画＞                                     （単位：回、人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

相談研修会等  27 29 29 29 

延参加者注１  155 372 372 372 

実績：令和元年度末現在  
注１：こころの健康サポーター養成研修及びこころの健康相談への延べ参加者数  
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第２節 介護予防の推進（基本目標１ 施策２ ★重点施策） 

【施策の方針】 

 

要介護状態になる恐れの高い虚弱な高齢者に対して、要介護状態等となることの予防又は要

介護状態等の軽減若しくは悪化防止のため介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービ

ス・通所型サービス・その他の生活支援サービス及び介護予防ケアマネジメント）を実施しま

す。介護人材実態調査の分析のとおり、介護人材の高齢化が進む中において、身体介護を伴わ

ない生活支援サービスについては、ボランティア等を活用した住民主体によるサービス提供体

制を構築する必要があります。そこで、市民、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、民間企業等の生活

支援サービスを担う多様な主体による協議体※の設置や生活支援コーディネーター※の設置によ

り、新しい介護予防・生活支援サービスの提供体制を整備します。  

また、高齢者が活動的で生きがいを持てる生活を営むことができるよう各地域の実情及び課

題を踏まえながら、自立支援・介護予防普及啓発活動を推進するなど、高齢者が身近な場所で

介護予防活動に取り組むことができるように、「はつらつセンター事業」や「介護予防ボラン

ティア育成事業」「地域づくり型介護予防事業」を推進し、高齢者のフレイル※予防を踏まえな

がら保健事業と介護予防の一体的な実施を検討していきます。 

地域包括支援センターの機能強化の一つとして、要支援者等の生活行為の課題の解決等状態

の改善に導き自立支援・高齢者の生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指し、それに基づくサービス

等を提供するため、多職種協働により支援を検討する地域ケア会議（自立支援検討会議等）を

開催し、ケアマネジメントの充実を図ります。 

（１）介護予防・生活支援サービスの推進 

 

１．介護予防・生活支援サービス事業  

 

①訪問型サービス 【共】 

要支援者及び総合事業対象者に対し、介護予防を目的として、指定事業所による訪問介護

相当サービス、緩和した基準による訪問型サービス及び住民主体による生活支援サービスや

保健・医療の専門職による短期集中的に提供されるサービスの提供を行います。  

  

         ＜実績と計画＞                                         （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

延利用者数 3,819 3,912 4,022 4,242 

実績：令和元年度末現在  
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②通所型サービス 【共】 

要支援者及び総合事業対象者に対し、介護予防を目的として、指定事業所による通所介護

相当サービス、緩和した基準による通所型サービス及び住民主体による集いの場の提供や保

健・医療の専門職による短期集中的に提供されるサービスの提供を行います。  

         ＜実績と計画＞                                         （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

延利用者数  7,300 6,977 7,172 7,564 

実績：令和元年度末現在  

 

③その他の生活支援サービス （配食）【共】 

要支援者・要介護者及び事業対象者の地域における自立した日常生活の支援のため、栄養

改善やひとり暮らし高齢者の安否確認及び緊急時対応などの見守りとともに行う配食事業を

行います。なお、総合事業の弾力的な運用に伴い、令和３年度から要介護者も対象としま

す。  

         ＜実績と計画＞                                         （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

延利用者数  217 650 670 700 

実績：令和元年度末現在  

  

介護人材実態調査 

①調査の目的 

本調査は、「第８期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定するため、介護人

材の実態を把握し地域内の介護人材の確保等につなげていくことを目的として実施しました。 

②調査方法 

市内の日常生活圏域ごとに抽出した施設系・通所系・訪問系サービス事業所を対象に調査を行

っています。 

③実施方法及び実施時期 

・実施方法：郵送配布、郵送回収・実施時期：令和元年 12月 19 日～令和２年１月 30 日 

④回収状況 

  ・発送事業所数：80事業所 ・回収事業所数：73事業所 ・回収率：91.3％ 

⑤結果と分析 

市内の介護サービスの支え手である介護職員の約８割が女性。内約４割が非正規雇用となって

います。訪問介護サービスの介護職員の９割弱は女性で、内非正規が６割となっています。 

50 歳以上が 65％を占め、これらの方が訪問介護サービスを担っていることが分かります。サ

ービス提供の内容を見ると、買い物や調理・配膳の生活援助サービス提供時間については、介護

給付は全体の 22％、介護予防・総合事業は全体の 23.5%となっており、訪問介護員が高齢化し、

支え手が不足することから、これらの生活援助については、総合事業の地域ボランティア等が担

う仕組みづくりが必要と言えます。 
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④介護予防ケアマネジメント【共】 

要支援者及び事業対象者に対し、要介護状態になることをできる限り防ぎ、要支援・要介

護状態になっても状態がそれ以上悪化しないようにするため、心身の状況、おかれている環

境その他の状況に応じて、サービスなどが適切に提供されるよう必要な援助を行います。  

         ＜実績と計画＞                                          （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

作成者数  6,961 6,661 6,848 7,223 

実績：令和元年度末現在  

  

⑤生活支援コーディネーター及び協議体の設置【互・共】 

高齢者の生活支援ニーズに合わせた地域資源の発掘やマッチングを担う生活支援コーディ

ネーターを配置するとともに、地域に不足する資源を創出するための協議の場となる協議体

の設置も行います。 

         ＜実績と計画＞                                         （単位：箇所）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置圏域数 4 7 12 14 

協議体設置圏域数 1 3 5 7 

実績：令和元年度末現在  

 

（２）一般介護予防事業の推進 

 

１．介護予防普及啓発事業 【互】 

高齢者の様々な地域の活動の場において、自立支援や要介護状態になることの予防、要介

護状態等の軽減、悪化防止を目的に、各地域の実情に応じて運動・栄養・口腔・認知症予防

などを組み合わせた健康教室や健康相談等を展開し、介護予防に関する基礎的な知識の普及

啓発を図ります。  

         ＜実績と計画＞                                       （単位：回、人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

講座開催数  384 330 345 360 

延参加者数  6,087 4,349 4,519 4,669 

実績：令和元年度末現在  
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２．地域介護予防活動支援事業 【互】 

地域において高齢者自ら活動に参加し、介護予防に向けた取組が主体的に行われるような

地域社会の構築を目指して「はつらつセンター事業」や「介護予防ボランティア育成事業」

（ますます元気サポーター活動支援）、「地域づくり型介護予防事業」（あったかとちぎ体

操）等を積極的に実施し、地域介護予防活動の場の拡大・充実を支援します。  

         ＜はつらつセンター事業 実績と計画＞            （単位：団体、回、人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

センター数 153 163 168 173 

実施回数 20,821 22,100 22,800 23,500 

延参加者数 208,256 221,800 228,600 235,400 

実績：令和元年度末現在  

  

         ＜ますます元気サポーター養成講座の開催 実績と計画＞ （単位：回、人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

講座開催数 10 5 5 5 

サポーター数 226 246 266 286 

実績：令和元年度末現在  

  

         ＜あったかとちぎ体操の活動支援計画 実績と計画＞   （単位：団体、人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

実施団体数  75 85 91 97 

参加延人数  30,898 31,000 32,760 34,920 

実績：令和元年度末現在  

 

３．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業(令和４年度予定)  

庁内各関係課と連携を図り、医療保険、健康増進、介護保険、介護予防等の観点から本市

における高齢者の現状・課題を踏まえ、各課で取り組んでいる事業を中心に連携を図り、高

齢者の自立支援・重症化防止につながるよう推進します。そのため、特に高齢者のフレイル

予防を踏まえながら、身近な場所で実施する介護予防普及啓発事業や地域介護予防活動支援

事業と関連づけ、地域のリハビリテーション専門職等の協力を得ながら、効果的な事業が実

施できるよう体制づくりを進めていきます。  
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４．介護予防ケアマネジメント事業  

要支援者等の生活行為の課題の解決等状態の改善に導き自立支援・高齢者の生活の質（Ｑ

ＯＬ）の向上を目指し、それに基づくサービス等を提供するため、地域包括支援センター及

び居宅介護支援事業所ケアマネジャーとの連携を強化するとともに、多職種協働により高齢

者支援を検討する機会を設け、ケアマネジメント業務の充実を図ります。 

①自立支援検討会議 

 要支援者等の自立支援・高齢者の生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指し、それに基づくサ

ービス等を提供するため、多職種協働により支援を検討する会議を開催します。 

 ＜実績と計画＞                                         （単位：回）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

会議開催数  7 18 19 20 

実績：令和元年度末現在  

 

②ケアマネジャー研修会の開催 

高齢者が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よう、包括的・継続的

ケアマネジメント、多職種による支援の連携体制等を学び合う機会として各地域の実情に

応じて開催します。 

＜実績と計画＞                                        （単位：回）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

研修会開催数  12 12 12 12 

実績：令和元年度末現在  

 

③ケアプラン相談の充実 

 要支援者等の自立支援・高齢者の生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指し、それに基づくサ

ービス等を提供するため、ケアプランを中心にケアマネジメント支援として各地域包括支

援センターで実施し、居宅介護支援事業所ケアマネジャーとの連携強化を図ります。 

＜実績と計画＞                                        （単位：件）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

相談数  1,734 1,650 1,700 1,750 

実績：令和元年度末現在  
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５．地域リハビリテーション活動支援事業  

リハビリテーションに関する専門的な知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し改

善の可能性を助言する等、通所・訪問・地域ケア会議等に関わり効果的かつ効率的な介護予

防の取組を総合的に支援します。  
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 第３節 地域活動への参加促進（基本目標２ 施策１） 

【施策の方針】

 

高齢者の方が培ってきた知識は、地域社会にとって大きな財産です。高齢者が地域の支援者

の一員として、生きがいを持って社会参画・地域貢献の役割を担えるよう、積極的に参加活動

できる場の提供と支援を行います。  

  

（１）高齢者の就労支援 

 

１．シルバー人材センターへの支援 

高齢者の経験を生かした就業の場、就業機会の提供及び拡大を図るため、栃木市シルバー

人材センターの運営を支援し、健康で働く意欲のある高齢者の社会参加・生きがいづくりを

促進します。登録会員が増加しない要因として、定年延長及び一般企業での就労の増加等が

考えられますが、シルバー人材センターの強みを活かした運営を支援します。 

 

         ＜実績と計画＞                                        （単位：人）  

区 分  

実 績 計 画 

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

登録会員数  864 871 877 883 

実績：令和元年度末現在  

 

２．就労的活動支援コーディネーターの配置 

介護事業所等の慢性的な人材不足を解消するため、高齢者に「支えられる側」から「支え

る側」に意識を変革してもらい、社会参加を進め、介護事業所と高齢者を繋ぐ役割であるコ

ーディネーターを配置し就労を促進します。また、高齢者が介護事業所で介護職、介護職以

外の仕事に従事することで、事業所全体の負担軽減を図り職場のイメージを変え介護離職の

削減も図ります。 

 

（２）高齢者の地域活動への支援

  

１．老人クラブ支援事業 

地域ごとに組織された単位シニアクラブの円滑な活動を支援するとともに、とちぎ蔵の街

シニアクラブ連合会が行うスポーツ活動や文化活動、友愛活動などを支援し、仲間づくりや

社会参加の促進を支援します。クラブ数、会員数は、高齢者の生活形態の変化に伴い毎年減

少しており、シニアクラブの方向性を検討する時期にきていると思われますので、あり方も

含め検討します。 
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         ＜実績と計画＞                                  （単位：クラブ、人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

クラブ数  147 145 143 141 

会員数  5,442 5,200 5,100  5,000  

実績：令和元年度末現在  

  

２．地域ボランティア活動の支援  

高齢者がボランティア活動を行う際に、受ける側及び担い手となる方々へ、わかりやすく

充実した活動や支援につながる情報が発信できるよう、各種ボランティア団体や関係機関と

の連携を強化していきます。  

 

３．敬老会事業  

高齢者の長寿を祝うことを目的として、自治会などで開催される敬老会に対して、その経

費の一部を助成します。高齢者人口の増加に伴い、敬老会の開催は自治会に負担感をもたら

していますので、事業の見直しを含め検討します。 

  

         ＜実績と計画＞                                       （単位：団体）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

補助金交付団体数 411 410  410 410 

実績：令和元年度末現在  
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 第４節 学習・余暇活動の推進（基本目標２ 施策２） 

【施策の方針】

  

高齢者の学習意欲や、多様な活動ニーズに対応するため、生涯学習や世代間交流（仲間づく

り）が図られることを目的とした学習やスポーツの場など交流機会の拡大に努めるとともに、

参加しやすい環境づくりを推進します。  

  

（１）生涯学習の推進 

 

１．シルバー大学の受講促進  

高齢者の学習機会提供として、シルバー大学の受講促進の情報提供を行うとともに、卒業

生が習得した知識が地域で生かせるようボランティア活動を支援します。  

  

２．高齢者教室などの開催  

生涯学習の一環として開催している各公民館などにおいての高齢者を対象とした各種教室

の内容充実を図ります。また、各公民館が連携して講座を開催するなど、参加者同士の交流

や仲間づくりとして、自主活動への支援を図ります。  

  

３．運動できる機会の提供  

トレーニングルームのある施設での運動メニューの充実、様々な年齢層と交流が図れるよ

うウォーキング大会・体育祭等行事への参加促進を図ります。各地域で開催する運動に関す

る行事については、スポーツ推進委員や関係部署と連携を取りながら、高齢者が様々な機会

に運動ができ、活発に過ごせるよう情報収集・発信を進めていきます。  

 

４．芸術文化活動への支援  

各種団体が主催する文化祭などの芸術・文化活動において、作品発表や同じ趣味の方々の

交流の場を提供することにより、高齢者の生きがいや文化意識の高揚を目指します。 
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（２）交流の場・交流機会の充実 

 

１．老人福祉センター等の施設活用  

高齢福祉センター等において、高齢者の健康及び保養・娯楽・余暇の充実を図るととも

に、同世代や世代間の交流を通じて、地域における交流や仲間づくりを促進し、高齢者の孤

立がないよう支援します。また、指定管理者制度による管理運営を行い、効率的な施設の維

持管理を行うとともに地域の特性にあった施設の利用促進を図ります。 

一方、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「新しい生活様式」の浸透により、施設の

目的自体に変化が生じてきていますので、利用方法を含め、施設の在り方も検討しながら施

設の充実を図ります。 

 

２．いきいきサロンづくりの推進 【互】 

高齢者が地域の身近な場所に集まり、お茶を飲みながらおしゃべりをし、歌をうたい、ゲ

ームを楽しみ、時にはためになる話を聞くことができる「いきいきサロン」を推進し、高齢

者の生きがいづくりを進めます。  

         ＜実績と計画＞                                       （単位：箇所）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

箇所数  151 190 200 205 

実績：令和元年度末現在  

  

３．地域教育活動への参加促進  

昔の遊びの伝承や交流事業を通して、保育所、幼稚園、小中学校、また地域の子ども会・

育成会活動などそれぞれの単位で世代間の交流が行われています。世代間交流は、地域づく

りを進めるうえで大切なことであり今後も継続して進めていく必要があります。 

交流の輪を広げていく取組については、地域の支援者としての高齢者の生きがいにもつなが

るため、関係機関との連携を図りながら情報の提供ができるよう支援します。  
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第５節 福祉サービスの充実（基本目標３ 施策１） 

【施策の方針】 

 

住み慣れた地域で、いつまでも安心して生活できるよう、日常生活に支障がある高齢者に対

し緊急通報装置貸与、日常生活用具購入費助成など各種在宅福祉サービス事業を実施し、引き

続き高齢者の生活の質（ＱＯＬ）の向上を支援します。併せて家族介護者へ紙おむつの給付や

介護手当の支給などの支援を行います。  

  

 （１）在宅福祉サービスの提供 

 
１．緊急通報装置貸与事業  

おおむね 65 歳以上のひとり暮らしの高齢者などに対し、緊急通報装置を貸与することに

より、急病や災害などの緊急時に迅速かつ適切な対応を行います。  

         ＜実績と計画＞                                        （単位：台）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

設置台数  304 300 300 300 

実績：令和元年度末現在  

  

２．日常生活用具購入費助成事業  

在宅の 65歳以上の高齢者に対し、シルバーカーや小型暖房器具などの日常生活用具の購

入費助成を行います。  

         ＜実績と計画＞                                        （単位：件）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

助成件数  243 240 240 240 

実績：令和元年度末現在  

  

３．日常生活用具レンタル料助成事業  

在宅の 65歳以上の高齢者に対し、介護保険や障がい福祉サービス対象外となる小型吸引

機などのレンタル料を助成します。  

         ＜実績と計画＞                                        （単位：件）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

助成件数  20 20 20 20 

実績：令和元年度末現在  
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４．軽度生活援助員派遣事業  

日常生活に援助が必要な、在宅で生活する、おおむね 65 歳以上のひとり暮らし、または

高齢者世帯に対し、ホームヘルパーの行わない作業である、窓ふきや家周りの手入れ、草取

りなどの軽易なサービスを提供する軽度生活援助員の派遣を行います。  

         ＜実績と計画＞                                        （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

実利用者数  157 170 185 200 

実績：令和元年度末現在  

  

５．配食サービス事業  

調理や食材の確保が困難な、在宅で生活する 65歳以上のひとり暮らし、または高齢者世

帯に対し、昼食弁当を自宅に宅配し、安否確認を行うとともに健康保持を図ります。  

         ＜実績と計画＞                                        （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

実利用者数  567 180 200 230 

実績：令和元年度末現在  
※介護予防・生活支援サービス事業以外の利用者数  

  

６．紙おむつ給付事業  

要介護３以上の認定を受け、在宅で紙おむつを常時使用している方に対し、紙おむつを自

宅まで配送するとともにその購入費の一部助成を行います。介護保険制度の一つの事業と位

置づけられていましたが、対象から外れたため財政負担が増加しますので、今後事業の方向

性を検討する必要があります。 

  

         ＜実績と計画＞                                        （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

申請者実人数  1,217 1,200 1,200 1,200 

実績：令和元年度末現在  

  

（２）高齢者の生活支援 

 

１．在宅老人短期入所事業※  

おおむね 65 歳以上の介護保険認定外の方で、自宅での生活が困難な高齢者に対し、一時

的に養護老人ホームなどの施設において、短期宿泊サービスを提供します。  
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２．老人保護措置事業※ 

おおむね 65 歳以上で、心身機能の低下などを原因に日常生活に支障がある高齢者、ある

いは住宅に困窮しているなどの理由により自宅で生活することが困難な高齢者に、生活の場

を提供するため、養護老人ホームへの措置入所を行います。 

 

（３）家族介護者への支援 

 

１．在宅寝たきり老人等介護手当支給事業  

要介護３以上の認定を受けている高齢者を、在宅で常時介護している同居家族に対し介護

手当を支給します。  

         ＜実績と計画＞                                        （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

延利用者数  1,932 1,900 1,900 1,900 

実績：令和元年度末現在  

  

２．家族介護支援事業  

介護に携わる家族が、適切な介護知識、技術、サービス利用方法などを習得できるよう支

援します。また、在宅介護の苦労や精神的な負担を軽減することを目的とした支援事業を実

施します。  

  

  



 

61 
 

第６節 認知症施策の推進（基本目標４ 施策１ ★重点施策） 

【施策の方針】

  

認知症の人やその家族が、住み慣れた地域で安心して生活をするためには、医療や介護に関す

る支援とともに、認知症の人やその家族を地域で支える体制の充実が必要です。また、働き盛り

の年代で発症する若年性認知症※についても、相談体制の整備や交流・就労の場の確保が喫緊の

課題となっています。 

そこで、国の「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症になっても希望をもって日常生活を過

ごせる社会を目指す「共生」と、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても進行を緩やかにする

「予防」を柱として、各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、身近な場所で

早期に認知症の相談ができる体制を継続しつつ、認知症の人やその家族等の声を取り入れなが

ら、認知症の人にやさしいまちづくりの推進のための取組を拡充していきます。 

  

（１）認知症に関する理解の促進 

 

１．認知症の普及啓発  

認知症に関する情報を発信するため、広報紙やホームページなどの充実を図るとともに、

認知症の人をまちぐるみで支える市民特別講座や、世界アルツハイマーデー及び月間におけ

る普及啓発イベントを開催し、幅広い年代の市民へ正しい認知症に関する知識の普及を図り

ます。 

  

２．認知症サポーター養成講座の拡充 【互】 

認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守るため、自治会、各種団体、

企業、学校など、様々な方々を対象に認知症サポーター養成講座を開催します。 

また、認知症サポーターが、受講内容を実践活動に繋げられるようにステップアップ講座

を開催し、活動の支援を図ります。 

＜実績と計画＞                                        （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

サポーター登録者数 17,173 18,500 19,500 20,500 

実績：令和元年度末現在  
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・認知症サポーターステップアップ講座【互】 

＜実績と計画＞                                     （単位：回、人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

講座実施回数 － 1 2 2 

参加者数 － 20 40 40 

実績：令和元年度末現在  

 

３．認知症キャラバン・メイトとの協働【互】 

医療機関・介護サービス事業等のキャラバン・メイト※と連携し、協働体制の構築を図り

ます。また、認知症サポーター養成講座の内容検討や実践研修、効果的な講座開催のための

情報交換を行い、キャラバン・メイトの資質向上や認知症サポーター養成講座の充実を目指

します。 

  

（２）認知症予防、早期発見・早期対応の推進 

 

１．認知症予防【互】 

  認知症は誰でもなりうるものであり、「予防」とは「認知症にならない」という意味ではな

く、「認知症になることを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味で

す。生活習慣病や、社会的孤立の解消や役割の保持が認知症予防に資する可能性があると示

唆されていることから、関係機関とも協力し既存の社会参加活動・学習等の活動も活用しな

がら地域において高齢者が身近に通える場等を拡充していきます。 

また、自立支援や要介護状態になることの予防、要介護状態等の軽減、悪化を防止するこ

とを目的として、身体機能向上、認知症予防のほか、各地域の実情に応じて運動・栄養・口

腔・認知症予防などを組み合わせた介護予防教室を展開していきます。 

 ＜実績と計画＞                                     （単位：回、人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

実施回数 384 330 345 360 

参加者数 6,087 4,349 4,519 4,669 

実績：令和元年度末現在  

 

２．認知症ケアパスの作成と普及  

認知症と疑われる症状が発生した場合に、本人や家族が、いつ、どこで、どのような医

療・介護サービスを受ければよいかを理解できるよう、サービスの提供の流れを示した「認

知症ケアパス」を作成し、市民や医療・介護関係者へ配付します。 
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３．認知症初期集中支援チームの活動の推進  

認知症になっても住み慣れた地域で安心した生活が続けられるよう、認知症が疑われる人

やその家族に対して、認知症初期集中支援チームが初期の段階から集中・包括的に関わり、

適切な医療や介護サービスを受けられるよう支援します。また、物忘れ相談会を開催し、市

民からの認知症に関わる相談を受けるとともに、早期対応の重要性を周知していきます。 

＜実績と計画＞                                      （単位：％）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

医療に繋がった割合 66.7％     67％ 68％ 69％ 

介護サービスに 

繋がった割合 
84.5％ 85％ 86％ 87％ 

認知症施策推進大綱 KPI 数値：認知症初期集中支援チームにおける医療・介護サービスに繋がった者の割 

合 65％ 

 

４．関係機関との連携促進 

切れ目のない医療・介護サービス提供体制を構築するため、認知症の人に関わる医療・介

護従事者との研修等を開催します。 

認知症施策の情報提供や支援上での課題等について情報交換を行い、顔の見える関係を構

築し、地域の認知症支援への理解促進と連携体制の強化を図ります。 

 

（３）認知症の人とその家族への支援

  

１．地域の見守り体制の推進 【互】 

認知症の人が安心して外出等ができるよう、安心見守りカプセル（ペンダント型・キーホ

ルダー型）の周知・配付を行い、万が一の事故への備えとして認知症高齢者賠償保険制度の

整備を進めていきます。 

また、新たな取組として、警察、消防、医師会、社会福祉協議会、自治会、民生委員・児

童委員、家族会、介護サービス事業所等による認知症ＳＯＳネットワーク会議を設置し、認

知症にやさしいまちづくりを進める条例の制定やＱＲコードを活用した見守り体制の整備に

取組みます。 

＜実績と計画＞                                        （単位：個）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

見守りカプセル 

配布数 
163 188 213 243 
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＜実績と計画＞ （単位：人） 

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

認知症高齢者賠償 

保険制度登録者数 
― 450 475 500 

 

２．認知症の人とその家族の居場所づくりの支援 【互】 

認知症の人が、住み慣れた地域で自立した生活ができるよう仲間づくりや生きがいづくり

を支援します。また、介護する家族の負担軽減、地域住民への啓発のために、認知症カフェ

※を開催する団体活動を支援し、認知症の人とその家族を支える地域づくりを推進していき

ます。その中で、認知症カフェの拡充を通して家族の会や本人ミーティングの開催について

も検討していきます。 

＜実績と計画＞                                       （単位：箇所）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

認知症カフェ 

箇所数 
6 6 7 8 

 

３．チームオレンジ等支援体制整備 【互】 

認知症サポーターが認知症に対する正しい理解を得た上で、地域で暮らす認知症の人やそ

の家族の困りごとに対する、認知症サポーターの支援活動として「チームオレンジ」の取組

が国の方針として推進されています。本市においては、地域における認知症の人やその家族

の支援ニーズを把握し、認知症サポーターの組織化や活動支援及び支援ニーズを結びつける

ための体制整備を行い、「チームオレンジ」設置に向けた取組を推進していきます。 

 

４．若年性認知症の人への支援  

働き盛りの若年性認知症は、育児や経済的な問題を伴うことが多く、多様な支援が必要で 

ある反面、実際のケースが少ないことから、若年性認知症の人の居場所などの支援制度が不

十分であり、地域での理解も進んでいない状況にあります。そこで、市内の若年性認知症の

実態把握に努め、地域での理解を深める取組を行います。 

 

５．成年後見制度の利用促進  

認知機能の低下に伴い成年後見制度を必要とする人が、意思を尊重され適切な制度利用が

できるよう、成年後見制度の利用促進を担う栃木市権利擁護・成年後見支援センター（中核

機関）と連携し、成年後見制度の周知啓発や権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を

推進します。また、親族等がいない高齢者等については、地域包括支援センターにおける成
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年後見制度に関わる相談時に早期より介入し、栃木市権利擁護・成年後見支援センターと連

携して、必要に応じて市長による申し立てを行い成年後見制度の利用に繋げます。 

 

 

  
認知症 SOS ネットワーク会議 

（警察、消防、医師会、社会福祉協議会、自治会、民生委員・児童委員、家族会、介護サービス事業所など） 

栃木市役所 

・賠償保険 

・安心見守りカプセル 

・QR コードシール 

台帳管理 

地域包括支援センター 
警察 

栃木市役所 

地域包括支援センター 

QR コード

読取り情報 

家族 

見かけたら 

情報提供 

行方不明

発生 

行方不明者情報の配信 

情報提供 

認知症 SOS ネットワーク 

通報 

連絡 

警察 

消防 

事前登録申請 

登録情報を共有 

地域の見守りネットワーク 

日常のゆるやかな見守り日常のゆるやかな見守り日常のゆるやかな見守り日常のゆるやかな見守り    早期発見の為の見守り早期発見の為の見守り早期発見の為の見守り早期発見の為の見守り    

見守り協定締結事業所見守り協定締結事業所見守り協定締結事業所見守り協定締結事業所        認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター    

民生委員・児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員        自治会（地域支え合い活動）自治会（地域支え合い活動）自治会（地域支え合い活動）自治会（地域支え合い活動）    
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第７節 権利擁護体制の充実（基本目標４ 施策２） 

【施策の方針】

  

高齢者が自分らしく生きるためには、高齢者の人権を守るための取組強化も必要となりま

す。高齢者の人権や権利を擁護するため、地域包括支援センターや栃木市権利擁護・成年後見

支援センターの相談機能をさらに充実させるとともに、認知症等により判断能力に不安のある

高齢者の権利擁護や成年後見制度の利用を図ります。 

また、利用者が優位性を感じることができる成年後見制度の利用促進を進めるため、成年後

見サポートセンター（中核機関）による地域連携ネットワークの構築や市民後見人の育成・活

用を進めます。 

  

（１）高齢者虐待防止対策の促進 

 

１．高齢者虐待の未然防止についての意識の啓発  

高齢者虐待に関する正しい知識・理解の普及啓発を行うとともに、地域での声掛けなどを

通じ、自治会の中で見守り体制を築いていけるよう推進します。また、地域包括支援センタ

ーを中心に、相談しやすい体制づくりを推進します。  

  

２．早期発見・早期対応支援の充実  

虐待の相談を受けた場合は、「栃木市高齢者虐待マニュアル」に基づき受理し、被虐待者

を取り巻く関係者と早期にケース会議を行った上で、迅速な対応を進めて行きます。ケース

会議においては、支援方針を検討するとともに、各関係者による被虐待者への支援の経過確

認等を行い、適宜会議を開催しながら、虐待の可能性が低くなるまで、見守りや予防的支援

を継続していきます。   

 

３．養護者※等の支援  

虐待が繰り返されることがないよう、被虐待者を取り巻く関係者同士の連携を図るととも

に、必要に応じて介護負担の軽減、精神的なサポート、生活支援の相談等の対応を図りま

す。  
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（２）成年後見制度利用の促進 

 

１．成年後見制度の普及啓発  

高齢者の権利や財産を守ることができる成年後見制度の利用促進に向け、成年後見制度を

より広く市民に理解されるよう普及啓発を行います。また、法人後見制度の充実を図るとと

もに、市民後見人の受任に向けたフォローアップ講座の実施や後見活動への支援体制の整備

を行います。  

       ＜実績と計画＞                                          （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

市民後見人延候補者数 ― 4 6 8 

実績：令和元年度末現在  

 

２．相談体制の充実  

地域包括支援センターが行う、総合相談・権利擁護の取組を強化し、相談体制の充実を図

ります。併せて、栃木市権利擁護・成年後見支援センターの普及啓発及び成年後見制度の利

用に関する相談体制の強化を図ります。  

＜実績と計画＞                                           （単位：件）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

相談件数 

（包括支援センター） 
509 523 536 550 

相談件数 

（成年後見支援センター） 
149 170 180 190 

実績：令和元年度末現在  

 

３．地域連携ネットワークの構築 

成年後見制度の利用が必要な高齢者を早期に発見し、早い段階から制度利用につなぎ、本

人の意思、身体及び生活状況に合わせた後見人の選出など意思決定支援・身上保護を重視し

た医療・福祉・司法関係者によるチーム支援体制の整備を進めます。 

         ＜実績と計画＞                                             （単位：回）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

市民・関係団体への 

説明回数 
― 9 12 8 

実績：令和元年度末現在  
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（３）消費者被害の未然防止 

 

１．周知・啓発による未然防止  

広報とちぎや市ホームページなどの多様な媒体を活用し、消費者問題などの情報を提供す

るとともに、既存の高齢者等見守りネットワークを活かし、高齢者等消費生活上特に配慮を

要する消費者に対する取組として「消費者安全確保地域協議会」を組織します。  

  

２．消費者被害防止に向けた相談体制の充実  

様々な機会を活用して、栃木市消費生活センターの周知や相談窓口の案内を行うととも

に、複雑・多様化かつ高度化する消費生活問題に関するさまざまな相談に、適切・迅速に対

応できるよう、消費生活相談に関する相談体制の充実を図ります。  
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第８節 在宅医療・介護・関係機関との連携の充実（基本目標５ 施策１） 

【施策の方針】

  

地域包括支援センター業務の効果的・効率的な運営体制を構築するため、各センター間の

調整や後方支援、人材育成などを担う「基幹型地域包括支援センター」を中心に業務を推進

するとともに、必要な人員の確保に努めていきます。さらには、地域の特性に応じた地域包

括ケアシステムを構築するため、地域包括支援センターの機能強化を図ります。 

また、各地域における課題を把握し、様々な関係者とともに解決を目指していく仕組みづ

くり（地域づくり）を推進するため、直営型地域包括支援センターの機能強化を図ります。  

  

（１）地域包括支援センター機能強化の推進

  

１．業務量に応じた適切な人員の配置  

高齢化の進展、それに伴う相談件数の増加、地域の特性など勘案し、各センターに対する

人員体制を業務量に応じて適正に配置します。  

  

２．地域包括支援センター間の役割分担・連携強化 

本市では、日常生活圏域 14 か所のうち、人口規模に応じて直営の地域包括支援センター 

を８か所、また、栃木地域では担当地域（本センター）と連携して支所機能を担うサブセン

ターを３か所設置し、高齢者に身近な相談窓口として開設しています。また、地域包括支援

センターの機能強化を図るため、栃木中央地域包括支援センターを基幹型センターとして位

置づけしています。各センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等を配置

し、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援などの様々な社会資源及び関係機関と連携を

図り、総合的な支援を行っています。 

今後増加する多様なニーズに対応するため、各センター間の連携強化を図るとともに本市

における包括的な支援体制の基盤づくりとして、地域のつながりが希薄化する中、地域に暮

らす人々の様々な生活課題を、他人事ではなく「我が事」として捉え、住民や関係者が主体

的に地域の課題に関心をもち、地域全体で「丸ごと」受け止められる「我が事・丸ごと」の

地域づくりの取組を推進するため、地域の実情に応じて地域ケア会議を継続的に開催しなが

ら、顔の見える関係づくりを進めるとともに、高齢者をはじめあらゆる世代の人々を対象と

する全世代型地域包括支援センターの体制整備を目指していきます。  
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３．地域ケア会議の開催  

地域ケア会議には、推進会議と個別ケア会議があります。推進会議では、民生委員・児童

委員や自治会等の地域の支援者・団体と医療や介護等の専門的な多職種により、各生活圏域

における地域課題から市全域での取組が必要な課題について検討を行い、地域包括ケアシス

テムの実現に向けた施策の推進の提言等を行います。  

また個別ケア会議では、各地域包括支援センターにおいて、地域住民をはじめ介護サービ

ス事業所や民生委員・児童委員等の関係者により支援困難な個別ケース課題の検討を行う

「個別ケース検討ケア会議」、要支援等認定者に対する自立支援・重度化防止を目的として

医療・介護等専門職による助言及び生活支援検討を行う「自立支援検討会議」及び「生活援

助ケア会議」、様々な関係者とともに地域課題や地域づくりに向けた検討等を行う「日常生

活圏域個別ケア会議」等を開催しています。今後も各地域及び本市における生活課題等の解

決を目指し、継続的に地域ケア会議を開催するとともに、地域会議※等他担当部署並びに機

関で開催する会議関係者との連携や会議内容の共有を図りながら、中学校区を単位とする圏

域ごとに総合的な体制に基づく「地域づくり計画」を地域包括支援センターが中心となり策

定するように努め、本市独自の地域づくりを研究し体制整備を目指します。 
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各地域包括支援センターの「第８期計画における地域の重点事項」を以下に示します。 

 

 

 

（１）地域包括支援センター全域における共通重点事項

  

１．介護予防普及啓発事業の推進  

高齢者の様々な地域の活動の場において、自立支援や要介護状態になることの予防、要介

護状態等の軽減、悪化防止を目的に、各地域の実情に応じて運動・栄養・口腔・認知症予防

などを組み合わせた健康教室等を展開し、介護予防に関する基礎的な知識の普及啓発を図り

ます。  

                                                     （単位：回、人）  

区 分  

全 体 計 画  

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

講座開催数  330 345 360 

延参加者数  4,349 4,519 4,669 

 

２．認知症施策の推進 

・認知症サポーター養成講座の開催  

認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守るため、自治会、各種団体、

企業、学校など、様々な方々を対象に各地域において認知症サポーター養成講座を開催しま

す。 

                               （単位：人）  

区 分  

全 体 計 画  

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

参加者数 1,090 1,290 1,490 

 

３. 個別地域ケア会議等開催の推進  

・日常生活圏域地域ケア会議の開催  

各地域において「我が事・丸ごと」の地域づくりを目指していくため、様々な関係者とと 

もに地域の課題を把握し、解決に向けた対策などを検討する機会として「日常生活圏域個別

ケア会議」を各地域包括支援センターごと継続的に開催していきます。 

                            （単位：回） 

区分 

全 体 計 画 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

実施回数 79 84 88 

 

 

【第８期計画における地域の重点事項（方針）】 
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（２）各地域包括支援センターにおける重点事項 

地域包括支援センター全域における共通重点事項の他、地域ごとにニーズ調査結果等から見

える課題を踏まえ、重点的に取り組む内容を以下に示します。 

  

栃木中央地域包括

支援センター  

【重点取組】地域介護予防活動の推進と地域ケア会議等開催の推進   

・地域住民が集う場を通じて、住民主体の介護予防・交流が図れるよう 

あったかとちぎ体操の普及啓発・活動支援を行います。    

・社会福祉協議会と連携を図りながら、地区(７か所)ごとに「我が事・ 

丸ごと」の地域づくりを推進し、孤立化予防・暮らしやすい地域を目 

指して、地域の実情を踏まえながら、顔のみえる関係づくり、ネット 

ワークの構築等を目的とした日常生活圏域地域ケア会議を毎年開催し 

ていきます。 

吹上地域包括支援

センター  

【重点取組】介護予防事業の推進と地域ケア会議等開催の推進   

・地域に広く健康づくりやフレイル予防を啓発し、運動器機能、咀嚼機 

能、栄養改善、転倒リスクの改善に重点的に取り組みます。 

・誰もが暮らしやすい地域づくりを推進し、複雑化、複合化する地域の 

福祉課題に対応する包括的相談支援体制構築を目指して、地域の関係 

者、相談支援機関等による日常生活圏域地域ケア会議を開催します。 

皆川地区包括支援

センター  

【重点取組】介護予防事業及び居場所づくりの推進 

・公民館等、地域の身近な場所で栄養改善、転倒予防等を目的とした複 

合型介護予防教室を開催し、フレイル予防に取り組んでいきます。                     

・地域の集いの場（はつらつセンター事業、いきいきサロン事業等）の 

活動の中心となる介護予防ボランティアを育成し、活動を支援します。 

寺尾地区包括支援

センター  

【重点取組】介護予防事業及び居場所づくりの推進 

・地域の身近な場所で転倒リスク改善を目的とした介護予防教室を開催 

し、地域に広く介護予防を啓発していきます。                         

・高齢者が地域の中で孤立することを予防し、介護予防や社会的交流に 

つながるよう、地域の集いの場（はつらつセンター事業、いきいきサ 

ロン事業等）の活動を支援します。           

国府地域包括支援

センター  

【重点取組】居場所づくりと地域ケア会議等開催の推進 

・地域住民が集える場所として、地域の小学校と連携した、多世代型交 

流サロンを開催します。      

・社会福祉協議会と連携し、関係者の顔がみえる関係を構築しながら、 

高齢者を取り巻く地域課題の共有、その解決に向けた検討を実施する 

ため、国府地区高齢者ネットワーク会議(日常生活生活圏域地域ケア会

議)を毎年開催します。 

・地域共生社会の実現に向け、専門職の資質向上とネットワーク構築が 

重要となることから、介護事業所、福祉事業所向けに研修会や交流会 

を開催します。         
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大宮地区包括支援

センター  

【重点取組】生活支援体制整備の推進(生活支援コーディネーターと連携) 

・日常生活圏域地域ケア会議と連動させながら、住民主体の話し合いの 

 場である協議体を設置し、地域課題解決に向けた話し合いや活動を支 

 援します。 

・独居、高齢者世帯が増加していることから、地域住民とともに地域で 

 の見守り体制を整備します。 

・地域共生社会の実現に向け、専門職の資質向上とネットワーク構築が 

重要となることから、福祉事業所職員向けに研修会や交流会を開催し 

ます。         

大平地域包括支援

センター  

【重点取組】地域介護予防活動の推進と地域ケア会議等開催の推進   

・あったかとちぎ体操の普及拡大を目指して、自治会公民館がある地域 

で立ち上げていけるよう団体活動を支援します。           

・社会福祉協議会と連携を図りながら、地区ごとに日常生活圏域地域ケ 

ア会議を開催する中で、計画期間内に１地区協議体を立ち上げ、地域 

づくりを進めていきます。 

・地域密着型サービス事業所と連携し、地域住民の相談窓口として対応 

できることを目指して連絡会を開催します。 

藤岡地域包括支援

センター  

【重点取組】介護予防事業の推進と地域ケア会議等開催の推進 

・ニーズ調査の結果から、課題となっている内容に対して自治会単位で複

合型介護予防教室（運動器機能改善、栄養改善、口腔機能改善、閉じこ

もり・認知症・うつ予防）の開催と自主グループ立ち上げ支援を行って

いきます。 

・自治会単位で地域づくりについて検討する「地域座談会」を開催してい

きます。                          

・地区ごとに（全４地区）生活支援コーディネーターと連携し、日常生活

圏域ケア会議の中で高齢者問題から地域共生社会への取組を検討しま

す。 

・日常生活圏域ケア会議を実施した地区に第３層協議体を設置していきま

す。       

都賀地域包括支援

センター  

【重点取組】介護予防事業の推進と地域ケア会議等開催の推進 

・ニーズ調査の結果から、課題となっている内容に対して、複合型介護予

防教室(運動器機能改善、栄養改善、認知症等予防)を開催するととも

に、通いの場での介護予防教室を開催（早いうちからのＩＡＤＬ低下予 

防、認知症予防対策を図る）していきます。 

・地域の実情を踏まえ、地域関係者とともに開催している地域会議等と連

携を図りながら、日常生活圏域地域ケア会議を毎年開催していきます。        

西方地域包括支援

センター  

【重点取組】居場所づくりと地域ケア会議等開催の推進 

・高齢になり外出困難な人が増えているため、自宅付近の身近な場所で、

交流したり運動できる機会をつくれるよう、居場所づくりをすすめてい

きます。            

・複合的な問題を抱える困難事例が増加し高齢化が進んでいるため、連携

を強化し、早期発見、早期対応、見守り等につながるよう日常生活圏域

地域ケア会議等の開催をすすめていきます。 
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岩舟地域包括支援

センター  

【重点取組】重層的な相談支援体制の構築と「我が事・丸ごと」事業の 

推進 

・認知症の人や家族を地域で支える体制づくりとして小野寺北地区をモデ

ルに認知症を支える地域づくりとして、地域住民、地域施設、関係機関

と一緒に「オレンジタウン」を推進していきます。 

・専門職ネットワークを考えるための定例会（ちーむわがまる）を月１回 

開催し、顔の見える関係づくりや多職種連携を考える場所とし、固定メ

ンバー以外の多職種の参加を促し、各部門を横断的につなげていきま

す。また、専門職が独自に活躍できる基礎を作っていきます。 

・岩舟地域内の専門機関の賛同を得、「福祉ちょこっと相談所」を設置し

ます。また、事業評価を進めていくためＰＤＣＡサイクルに沿って取組

を推進していきます。 

・多職種の勉強会等を開催し事例検討から多職種の役割や支援体制の流れ

を積み上げマニュアル化できるよう計画をしていきます。 

・社会福祉協議会と連携し、それぞれの役割の中で岩舟地域「我が事・丸

ごと」事業を推進していきます。 

・包括での個別支援や教室、事業、連携等の活動は全てが地域づくりにつ

ながるものとして捉えることで、地域を基盤に事業を展開していきま

す。 
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（２）在宅医療・介護・関係機関との連携強化 

 

１．在宅医療と介護の連携  

高齢者が疾病を抱えても、自宅などの住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続

けられるためには、地域における医療機関・介護サービス事業所などが連携して包括的かつ

継続的な在宅医療と介護サービスが一体的に提供できる体制整備が必要となります。  

そこで、市が主体となり、下都賀郡市医師会、下都賀歯科医師会、市薬剤師会、訪問看護

事業所、介護サービス事業所等の関係者と「在宅医療・介護連携推進会議」を実施し、連携

の課題解決に向けた検討や連携のためのルール作りを行います。併せて、医療・介護の多職

種による研修会を実施して医療介護関係者の顔の見える関係を構築します。 

また、在宅医療の提供においては、かかりつけ診療所による訪問診療の提供体制、訪問歯

科・訪問薬剤管理の提供体制、また、地域完結型医療機関である一般財団法人とちぎメディ

カルセンターによる支援体制の構築を推進します。  

 

 ①在宅医療・介護連携推進会議 

医療・介護関係者による「在宅医療・介護連携推進会議」において、在宅医療と介護サー 

ビスが切れ目なく一体的に提供できる体制を構築するため、在宅医療と介護の連携における 

課題を抽出し、課題解決のための具体的な施策等の検討を行います。 

         ＜実績と計画＞                                             （単位：回）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

会議開催回数 5 6 6 6 

実績：令和元年度末現在  

 

②多職種研修会の開催 

在宅医療と介護の連携を推進するために、在宅医療・介護サービスに関わる専門職の顔の 

見える関係を構築するとともに、本市全体の医療・介護の質の向上のための研修会を開催し

ます。 

         ＜実績と計画＞                                             （単位：人）  

区 分  

実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

研修会参加者数 98 200 250 300 

実績：令和元年度末現在  
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③在宅医療・介護連携支援センター（あじさいセンター）の機能強化 

 本市の在宅医療・介護連携の拠点として、在宅医療に取り組む医療関係者への支援、在宅

医療と介護の関係者や地域包括支援センターからの相談対応などの機能を強化します。ま

た、地域包括支援センターと協力して、各圏域における医療介護の連携ネットワークの構築

を進めます。 

 

④終活と終末期医療の啓発 

高齢者がこれまでの人生を振り返り、これからの生き方を前向きに捉え、自分らしい最期

をどのように迎えるかを家族や友人などと話し合う「終活」について啓発します。また、人

生の終末期における医療について、家族やかかりつけ医と共に考える、ＡＣＰ※（アドバンス

ケアプランニング）を啓発します。 
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第９節 地域共生社会の実現（基本目標５ 施策２ ★重点施策） 

【地域共生社会とは】  

かつて我が国では、地域の相互扶助や家族同士の助け合いなど、地域・家庭・職場といっ 

た人々の生活の様々な場面において、支え合いの機能が存在しました。社会保障制度は、こ

れまで、社会の様々な変化が生じる過程において、地域や家庭が果たしてきた役割の一部を

代替する必要性が高まったことに対応して、高齢者、障がい者、子どもなどの対象者ごと

に、また、生活に必要な機能ごとに、公的支援制度の整備と公的支援の充実が図られ、人々

の暮らしを支えてきました。しかし、我が国では、高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・

職場という人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まってきています。暮らしにおける

人と人とのつながりが弱まる中、これを再構築することで、人生における様々な困難に直面

した場合でも、誰もが役割を持ち、お互いが配慮し存在を認め合い、そして時に支え合うこ

とで、孤立せずにその人らしい生活を送ることができるような社会としていくことが求めら

れています。  

「地域共生社会」とは、このような社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制 

度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を越えて、地域住民や地域の

多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えつながることで、住民一人ひと

りの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。 

   

◇岩舟地域における取組例 

 

    
第２期栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画より抜粋 

 



 

78 
 

【施策の方針】 

 

高齢者を災害や悪質な犯罪から守るためには、地域全体での見守りが必要です。住民や自

治会、民生委員・児童委員、老人クラブ、ボランティア、ＮＰＯ法人、社会福祉協議会、地

域包括支援センター、介護サービス事業者などが横のつながりを持ち、地域で孤立しがちな

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯などの見守りや声かけ運動などを行います。地域全体で高

齢者を「我が事」として支え合うネットワークを構築し、地域住民の参加と協働による自

助・互助・共助の取組が機能し、誰もが支え合う地域共生社会の実現に向けた地域力強化を

推進します。  

併せて、地域住民の福祉課題が複雑化・複合化する中で、複合的な課題を丸ごと受け止め

ることのできる全世代・全対象の包括的な相談支援体制が求められていることから、対象者

に関わらず全ての相談をワンストップで受け止められる相談支援体制の構築を進めます。 

 

（１）地域協働の推進 

 

１．「我が事・丸ごと」の地域づくりの推進【互・共】 

岩舟地域でモデル的に取組んでいる地域に暮らす様々な人々の生活課題を他人事ではなく

「我が事」として捉え、それらの生活課題を地域に暮らす人々や活動団体、事業者などの多

様な主体が協働して行う自助・互助・共助の活動により、地域全体で「丸ごと」受け止めら

れる「我が事・丸ごと」の地域づくりの取組を各地域の実情に応じた形で市全域に拡大して

いきます。  

 

２．地域介護予防活動支援事業【互】 

地域において高齢者自ら活動に参加し、介護予防に向けた取組が主体的に行われるような

地域社会の構築を目指して「はつらつセンター事業」や「介護予防ボランティア育成事業」

（ますます元気サポーター活動支援）、「地域づくり型介護予防事業」（あったかとちぎ体

操）等を積極的に実施し、地域介護予防活動の場の拡大・充実を支援します。  

 

３．高齢者ふれあい相談員事業  

市内在住の 70 歳以上のひとり暮らし及び高齢者世帯を、ふれあい相談員が定期的に訪問

し、安否確認や相談・助言など行います。対象世帯に対し注意喚起に関する情報紙を毎月作

成し、ふれあい相談員が配布します。また、医療・福祉・生活面で高齢者が安全に暮らせる

情報を提供するとともに、支援の必要な高齢者が孤立しないよう、地域福祉の充実とコミュ

ニケーションの一助としてさらに制度の充実を図ります。  

   また、新型コロナウイルス感染症等の蔓延により、高齢者の安否確認等が直接できない場

合もあるため、感染症に十分注意を払い見守り活動を継続します。 



 

79 
 

４．地域安心安全事業（高齢者地域見守り支援事業）【互】 

高齢者の孤独死などの防止のため、ふれあい相談員事業や配食サービス事業、緊急通報装

置貸与事業等による安否確認を継続して実施していきます。また、地域全体で高齢者を見守

るネットワークを構築するため、民生委員・児童委員や警察、自治会、民間企業などと連携

を図りながら見守り協定の拡大を図ります。  

  

５．地域包括ケアシステム講座の開催  

地域の実情に応じ、高齢者を支援するためには、自治会、民生委員・児童委員、ボランテ

ィア、社会福祉協議会など、多様な主体により地域ぐるみで高齢者を支え合う体制が必要で

す。このため、ニーズに即した担い手の人材育成や地域包括ケアシステム普及啓発を図るた

めの講座（地域包括ケアシステム講座）を開催します。  

 

６．地域支え合い活動の推進【互】 

地域において、見守り等が必要なひとり暮らしの高齢者や支援が必要な人が増加する中

で、地域全ての人が支え合う「互助※」による支え合い体制の整備が必要です。特に地域の

身近なコミュニティである自治会等において支え合い活動を推進していくため、活動に必要

な支援を行います。  

 

７．包括的な相談支援体制の構築 

地域には様々な課題を抱える世帯が多く存在しており、高齢者本人の介護の課題だけでは

なく介護を担う家族にも課題を抱える場合があります。そうした複合的な課題を抱える世帯

に対し、様々な分野の相談支援機関が横断的かつ包括的に連携した相談支援を行うため、

「多機関の協働による包括的相談支援体制構築事業」を推進し、包括的な相談支援体制の構

築を進めます。 

 

（２）地域の社会資源情報等の提供 

 

１．社会資源に関する情報提供  

地域の医療・介護サービスや市の福祉サービスなどに係る、地域の社会資源の現状に

ついて、情報収集を行います。また、医療機関や介護サービス事業所などの社会資源を

リスト化・マップ化し、高齢者自らが選択し利用できるよう、社会資源情報などの情報

提供を行います。 
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（３）地域包括ケアシステムの深化・推進 

１．自立支援、介護予防・重度化防止  

高齢者がその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう要介護状態及び要支援

状態となることの予防又は要介護状態等の軽減、悪化防止を進めるため、地域全体への自立

支援・介護予防の普及啓発、介護予防の集いの場の充実、リハビリテーション専門職等との

連携による活動の推進、地域ケア会議の多職種連携の推進、地域包括支援センターの強化等

地域の実情の応じた取組を進めます。 

また、健康づくりやフレイル予防など保健事業と介護事業の一体的な実施や要介護者等に

対する計画的なリハビリテーションの提供の取組を進めます。 

 

２．日常生活を支援する体制整備 

日常生活上の支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくた

めに、生活支援コーディネーターや協議体による担い手の育成育成や新たな地域資源の創設

などを進め、地域サロンの開催、見守り・安否確認、外出支援、家事支援などの生活支援・

介護予防サービスの提供体制を整備していきます。 

また、生活支援等の担い手についても元気高齢者の社会参加や地域におけるボランティア

活動に対するポイント付与等についても検討を進めます。 

 

３．介護給付等対象サービスの充実・強化 

介護保険サービスは、高齢者が要介護状態となっても、自分の意思で自分らしい生活を営

むことを可能とする「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立するものであり、認知症に

なっても、要介護・要支援状態となっても可能な限り、住み慣れた地域において継続して日

常生活を続けられるよう介護サービスの充実に取組みます。 

また、良質なサービスの提供が可能となるように、福祉人材の育成・支援やサービスの質

の向上について強化していくとともに、介護家族の負担を軽減するために、家族支援の充実

も図ります。 

 

４．在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備 

地域包括ケアシステム構築に必要な在宅医療の提供体制は在宅医療を受ける患者の生活の

場である日常生活圏域での整備が必要であり、在宅医療と介護が円滑に提供される仕組みの

構築が必要であることから、地域の医師会等と協働して在宅医療の実施に対する体制整備に

取組みます。 

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者や認知症高齢者が可能な限り、住み慣れた地域

において継続して日常生活を営むことができるよう、入退院支援、日常の療養支援、急変時

の対応、看取り、認知症の対応力強化、感染症や災害時対応など様々な局面において、地域

における在宅医療及び介護の提供に携わる関係者の連携の推進に取組みます。 
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５．高齢者の住まいの安定的な確保 

地域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、個人の尊厳が確保され

た生活が実現されることが、保健、医療、介護サービスが提供される前提となることから、

高齢者向け住まいが適切に供給される環境整備を進めます。 

また、生活に困難を抱えた高齢者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組を

進めます。 
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第 10節 高齢者にやさしいまちづくり（基本目標５ 施策３） 

【施策の方針】

  

格差社会の拡がりにより、高齢者の生活困窮者が増加している中でも高齢者が住み慣れた

地域で、安全・安心に生活できるよう、住居や公共施設などの居住環境整備を進めます。ま

た、高齢者などの交通弱者のみならず、市民の日常生活としての公共交通機関を整備しま

す。また、高齢者が事故や犯罪の被害者とならないよう交通安全対策や防犯への取組を推進

し、さらに災害時における防災対策を進めます。  

  

（１）高齢社会に対応する居住環境整備 

 

１．シルバーハウジング生活援助員派遣事業  

シルバーハウジングに入居する高齢者が自立して、安全かつ快適な生活を送ることができ

るよう生活援助員を派遣し、生活指導や相談、夜間を含む緊急時の対応を図ります。  

  

２．サービス付き高齢者向け住宅などの供給促進  

民間による高齢者向け住宅の供給について、県や関係部署と連携しながら、情報提供など

に努め、誘導を図ります。  

  

３．低所得高齢者への住まいの支援 

低所得高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる体制を整えるため、関係部署と連携

し、低所得高齢者を対象とした空家等の情報提供や住まいの確保の支援及び生活支援サービ

スの提供を行います。 

 

４．養護老人ホームの整備 

高齢化の進展に伴い、生活困窮及び社会的孤立の問題等が顕在化しており、今後、介護ニ

ーズ以外の面で生活の問題を抱える高齢者が増加することが見込まれるため、養護老人ホー

ムの果たすべき役割は重要性を増してきていますので、養護老人ホームの整備に関して、地

域福祉の向上を図るため積極的な支援を検討します。 

 

（２）公共交通の整備 

 

１．ふれあいバス運行事業（コミュニティバス）  

運転免許を持たない高齢者などの日常生活における移動手段の確保を図るため、ふれあい

バスを運行します。高齢者などの日常生活の移動手段として定着を図るため、利用状況及び
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利用者等からの要望を踏まえ運行ルートや運行ダイヤ等の見直しを行い、利用者の利便性の

向上を目指します。   

 

 ２．蔵タク運行事業（デマンドタクシー） 

運転免許を持たない高齢者などの日常生活における移動手段の確保及び公共交通空白地域

の解消を図るため、蔵タクを運行します。市内全域をドアツードアで運行し、日常生活の移

動手段として定着させるとともに、利用促進を実施することで、利用者の利便性向上を目指

します。  

 

（３）安心・安全な暮らしの確保 

 

１．バリアフリー事業  

「栃木市バリアフリー基本構想」及び「栃木市バリアフリー特定事業計画」において重点

整備地区に設定した栃木駅と新栃木駅、市庁舎を含む面積 170ha の面的なバリアフリー化

を図るため、生活関連施設（駅、官公庁、病院、商業施設など）及び生活関連経路（道路や

駅前広場など）について、手すりの設置や段差の解消などバリアフリー化の推進を図りま

す。  

  

  ２．交通安全対策事業  

交通安全意識の高揚及び交通事故防止のため、広報・啓発活動を行います。各種交通安全

活動を通じ、運転者・歩行者に対して交通法規やマナーの徹底・向上を図ることで、市内交

通事故発生件数の減少を目指します。  

  

３．防犯事業  

地域での防犯意識の高揚及び自主防犯組織の活動促進を図るとともに、市民が安心して暮

らせる安全な環境の整備・構築を行います。警察及び関係機関・団体と連携協力し、犯罪の

抑止力を高めることで、市民の安全・安心の確保を図るとともに、自主防犯活動団体の活動

を促進し、市民の日常生活上の犯罪などの不安感の解消を目指します。  

  

４．買物困難者への支援  

買物が難しい地域における高齢者ニーズに適した支援制度の構築を進めるとともに、生活

支援体制整備（生活支援コーディネーター）による地域ボランティアによる買物などの生活

支援サービスの提供体制も併せて整備します。 
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（４）災害や感染症対策に係る体制整備（★重点施策）

 

１．防災事業  

災害時に市民へ必要な情報を適宜提供し、被害を最小限にとどめるため、市全域に迅速か

つ確実に一斉に情報を伝達する緊急防災情報伝達システムの維持管理に努めます。市民の防

災意識の高揚及び関係機関相互の連携強化、並びに職員の防災対策の迅速化を図るために、

地域住民、市及び防災関連機関が一体となった実践的な防災訓練を実施します。互助の精神

に基づき、地域や近隣の人々が集まり、防災活動に組織的に取り組む自主防災組織の育成・

強化について支援を行います。  

災害時に適切に対応できるよう市内介護保険関係事業所団体等と連携し、防災についての

周知啓発、研修などを行うと共に、災害発生時の支援応援体制の構築をします。 

 

２．避難行動要支援者への対応  

栃木市地域支え合い活動推進条例に基づき、平常時のみならず災害時においても、市、市

民、自治会、民生委員・児童委員、自主防災組織、その他関係団体と協力連携し、避難行動

要支援者名簿、高齢者実態調査、個別計画などを活用することで、避難所への誘導、迅速な

情報提供、安否確認等の支援活動を地域ぐるみで展開する仕組みを構築し、日頃から顔の見

える関係づくりに努めるなど、支援体制の強化を図ります。 

 

３．感染症対策  

新型コロナウイルスや様々な感染症の拡大に備え、介護事業所等の職員が感染症に対する

理解や知見を有した上で業務にあたることができるよう、市内介護保険関係事業所団体と連

携しながら実技演習を含めた感染症に対する研修を行います。また、感染症発生時に備えた

平時からの準備や事業継続計画の策定を各事業所に働きかけるとともに、感染症発生時にお

ける代替人員や代替サービスの確保に向けた各事業所間の連携体制の構築に努めます。 

さらに、県と協力し、適切な感染防護具、消毒液その他の感染症対策に必要な物資が円滑

に調達されるよう、備蓄・調達・輸送体制の整備を進めるほか、県や保健所、協力医療機関

等と連携した支援体制のあり方について、検討を進めます。 
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第７章 介護保険事業計画（基本目標３ 施策２）     

 

第１節 介護保険サービスの具体的な施策  

【施策の方針】  

 

本市の施設サービスの利用実績は、利用人数、利用回数ともに増加しています。また、社会

情勢などの変化によりひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の増加、さらには、高齢化の進展によ

り認知症高齢者の増加が予測されるため、認知症対応型共同生活介護などの整備を推進する必

要があります。  

第８期計画期間においては、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、要介護者など

が、住み慣れた地域において継続して日常生活を続けられるよう、介護予防・重度化防止に取

り組むと共に、居宅サービス及び指定地域密着型サービスの充実を図ります。  

令和３年度から令和５年度までの計画期間並びに令和７年度（2025 年度）、さらには令和 22

年度（2040 年度）のサービス必要量の算出にあたっては、質の高いサービスの確保と「介護

離職ゼロ」の実現に向けて、効果的な介護基盤整備を行うと共に、各サービスの利用実績や要

介護認定者数の推計結果を踏まえて、サービス推計必要量を設定します。 

  

（１）居宅サービスの充実  

 

１．訪問介護(ホームヘルプサービス) 

ホームヘルパーが要介護者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの介護その他の日常生

活上の援助を行います。  

  

２．訪問入浴介護  

要介護者（要支援者）の居宅を訪問し、移動入浴車を用い、入浴の介護を行います。  

  

３．訪問看護  

医師の指示に基づき看護師や理学療法士・作業療法士などが要介護者（要支援者）の居宅

を訪問し、療養上の指導と診療の補助を行います。  

 

４．訪問リハビリテーション  

医師の指示に基づき、理学療法士・作業療法士などが要介護者（要支援者）の居宅を訪問

し、理学療法・作業療法などのリハビリテーションを行います。 
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５．居宅療養管理指導  

通院困難な要介護者（要支援者）の居宅を医師・歯科医師・薬剤師などが訪問し、療養上

の管理と指導を行います。  

  

６．通所介護(デイサービス) 

要介護者が特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどに通い、入浴・排泄・食事な

どの介護を受けるとともに、レクリエーションや日常生活訓練などの機能訓練を行います。  

  

７．通所リハビリテーション(デイケア)   

医師の指示に基づき、要介護者（要支援者）が介護老人保健施設や医療機関などに通い、

心身機能の維持・回復、日常生活上の自立に向け、理学療法・作業療法などのリハビリテー

ションを行います。  

  

８．短期入所生活介護(ショートステイ)  

要介護者（要支援者）が特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、入浴・排泄・食

事などの介護その他の日常生活上の援助と機能訓練を行います。 

  

９．短期入所療養介護(ショートステイ)  

要介護者（要支援者）が老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、看護及

び医学的管理のもとで、介護・機能訓練などその他必要な医療や日常生活上の援助を行いま

す。  

  

10．有料老人ホーム  

民間事業者が主体となって設置・運営している施設などに入所し、入浴、排泄、食事などの介

護、その他の日常生活上の世話、療養上の支援を行います。  

  

11．サービス付き高齢者住宅  

介護保険と連携した住宅型サービスで、24時間体制での安否確認、生活相談、食事・清掃・

洗濯等の支援を行います。  

  

12．福祉用具貸与   

要介護者（要支援者）の自立援助のため、日常生活上の援助を図る用具や機能訓練のための用

具を貸与します。  

 

13．特定福祉用具販売  

排泄や入浴時に使う貸与になじまない福祉用具を指定事業所から購入した際の費用の一部

を支給します。 
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14．住宅改修  

要介護者（要支援者）が住み慣れた自宅で安心して過ごすために、手すりの取付や床の段

差解消等の一定の住宅改修を行う際の費用の一部を支給します。 

  

    15．居宅介護支援※  

利用者のアセスメントなどの介護サービス計画（ケアプラン）の作成業務や、在宅サービスの

提供が確保されるようサービス事業者との連携・調整を行います。  

  

（２）地域密着型サービスの充実  

 

１．認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス）   

認知症の要介護者（要支援者）が特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどに通

い、入浴・排泄・食事などの介護その他の日常生活上の援助や機能訓練を行います。  

  

２．小規模多機能型居宅介護  

居宅の要介護者（要支援者）が置かれている環境や心身の状況に応じ、自身の選択に基づ

き居宅・通所又は短期間の宿泊により、入浴・排泄・食事などの介護その他の日常生活上の

援助や機能訓練を行います。  

  

３．認知症対応型共同生活介護（グループホーム）  

比較的安定した認知症の状態の要介護者（要支援者）が共同生活を営む住居で、入浴・排

泄・食事などの介護その他の日常生活上の援助と機能訓練を行います。  

  

４．地域密着型特定施設入居者生活介護  

小規模な介護専用型特定施設（定員 29 人以下の有料老人ホームなど）に入居している要

介護者に、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話・機能訓練・療養上の

援助を行います。  

 

５．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

地域密着型特別養護老人ホーム（定員 29人以下）に入所する要介護者に対し、入浴・排

泄・食事などの日常生活上の支援、機能訓練、健康管理、療養上の援助を行います。 

  

６．定期巡回・随時対応型訪問介護看護   

中重度の要介護者等の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて 24 時間、訪問介護と

訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行います。 
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７．看護小規模多機能型居宅介護  

小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組

み合わせて提供します。 

 

８．地域密着型通所介護  

小規模なデイサービスセンター（定員 18人以下）に通い、入浴・排泄・食事などの介護

その他の日常生活上の援助や機能訓練を行います。 

 

（３）施設・居住系サービスの基盤整備  

 

施設サービスには介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設があります

が、国では介護療養型医療施設を令和５年度末で廃止し、「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」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備え

た、「介護医療院」へ移行することとしています。また、増加が見込まれる慢性期の医療・介

護ニーズへの対応のため、本市においては令和３年度から令和５年度までの計画期間及び令和

７年度（2025 年度）、さらには令和 22 年度（2040 年度）のサービス推計必要量については、

各サービス利用実績や要介護認定者数の推計結果を踏まえて設定します。  

  

１．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  

常に介護が必要であり、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に、入浴、排

泄、食事など日常生活上の介護や機能訓練及び健康管理上の援助を行います。  

 

２．介護老人保健施設（老人保健施設）  

病状が安定していて、リハビリや看護・介護を必要としている方に、自立した生活ができ

るよう機能訓練や日常生活の支援などを行います。 

  

３．介護療養型医療施設（療養病床など）  

長期にわたって療養が必要な方や認知症患者などに、医学的管理のもとで介護及び機能訓

練、その他必要な医療を行います。（令和５年度末廃止 ）  

 

４．介護医療院  

慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受け

入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を持った施設で

す。 
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第２節 質の高い介護サービスの確保  

（１）サービスの向上  

 

①利用者本位のサービスの確保  

介護を受ける利用者とその家族のニーズを把握して、適切なサービスを提供できるよう、介

護支援専門員連絡協議会との連携に努めます。  

  

②サービスの質の向上  

介護保険制度では量的な整備とともに、サービスの質的向上を図る必要があります。引き続

き、事業者による介護人材の研修についての情報提供及び参加を支援するなど、人材の育成な

どに努めます。  

また、介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者に対する指導監督等を通して、サー

ビスの質の確保及び介護保険制度の健全で適正な運営を確保します。  

  

③サービスの情報公開  

平成 18 年度から、利用者がサービス事業者を選択する際に必要な情報を定期的に開示する

ことが、すべての介護サービス事業者に義務付けられました。この仕組みでは、事業者自身か

らの情報提供のほか、第三者機関による調査情報の公開も可能になり、都道府県などのホーム

ページや事業所内の掲示などを通じて情報が公開されるようになりました。  

引き続き、利用者がサービス事業者を適切に選択できるよう、栃木県や関係機関と協力しな

がら、高齢者が情報取得できるように努めます。  

  

④介護人材確保対策事業  

介護人材不足解消を図るため、介護人材の裾野拡大と専門性の向上を目的として栃木市生活

サポーター(あったかいご員)養成講座を実施します。 

また、スキルアップの介護職員初任者研修等の支援策を検討していきます。  

         ＜実績と計画＞                                        （単位：人）  

区 分  
実 績  計 画  

令和元年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

受講者数 16 20 20 20 
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  ⑤共生型サービスの実施  

障がい者が 65 歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする

という観点や、福祉に携わる人材に限りがある中で、地域の実情に合わせて、人材をうまく活

用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、ホームヘルプサービス、デイサービ

ス、ショートステイなどについて、高齢者や障がい児者が共に利用できる「共生型サービス」

が 平成 30 年度から創設されました。  

具体的には、介護保険又は障がい福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の

制度における指定も受けやすくなるようにするものであり、各事業所は、地域の高齢者や障が

い児者のニーズを踏まえて、指定を受けるどうか判断することとなります。当該事業所が指定

の申請を行い、栃木県または市の条例で定める基準を満たす場合は、「共生型サービス」とし

て指定を受けることができます。 

共生型サービスについて、関係部署と連携して対応に努めます。  

  

（２）相談・情報提供体制の充実  

 

①総合相談窓口の充実  

保健・医療・福祉・介護サービスについて一体的に相談に応じるため、市内 11 か所の各地

域包括支援センターでは、地域の高齢者や家族からの多様なニーズや多機関にわたる相談に総

合的に対応します。  

また、市は保険者として、介護保険に関する相談窓口を開設しており、相談内容の多様化に

伴い、必要に応じ栃木県や国民健康保険団体連合会等の関係機関と連携を図り、解決に向けて

適切に対応します。  
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②苦情に対する迅速な対応  

介護保険サービスや市の福祉事業の利用者から苦情などの相談があった場合、できるだけ速

やかに解決を図る必要があります。  

そのため、栃木県や栃木県国民健康保険団体連合会との連携を図り、介護サービス事業者に

も自主的な苦情処理への取組を強く求め、必要があれば、調査や助言などの対応を引き続き行

います。また、事業評価などを定期的に実施し、効果的な事業の推進に努めます。  

  

（３）連携体制の強化  

 

①事業者への支援  

本市にはケアマネジャーを会員とする介護支援専門員連絡協議会※が設置されており、事業

者への支援として、ケアマネジャーに対し、会員相互の情報交換、研修などを実施し資質の向

上を図ります。  

また、公平、適正な介護保険サービスを提供するため、栃木市特別養護老人ホーム･養護老

人ホーム連絡協議会※や栃木市在宅介護サービス事業所連絡協議会※と連携を図るとともに、地

域包括ケア会議などの開催により介護サービス事業所及び関係機関の情報の共有に努めます。  

 

（４）その他の支援体制  

 

①低所得者介護保険サービス助成事業 

低所得で生計が困難な方に対し、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人がその社会的

役割として利用者負担額を軽減するものです。軽減の割合は利用者負担額の１/４であり、社

会福祉法人が負担したその軽減額に対し、市が１/２を補助しています。 

※対象サービス：訪問介護、通所介護、短期入所、特養入所 

  

① 苦情相談窓口  
市は利用者に最も身近な行政機関であ

り保険者として、第一次的な苦情受付の

窓口となる。  

② 指定基準違反・市への不服申立て、指

定基準違反及び市の行政処分に対する

不服申立は、それぞれ県・県介護保険

審査会の手続きとなる。  

③ 国保連での苦情受付  
 介護保険上の指定サービスで次のよう

な場合は、国保連が担当する。  

・市域を超える場合  
・市単独での扱いが困難な場合  
・利用者が希望する場合 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

市（保険者）  

国民健康保険団体  

連合会（国保連）  

県・県介護保険審査会  

②      ①       ③   
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②介護給付等適正化事業  

介護保険制度の健全な運営には、介護給付を必要とする利用者を適切に認定した上で、利用

者が真に必要とするサービスを、介護サービス事業者がルールに従って、適切に提供するよう

促すことが重要です。  

そのため、介護サービス事業者による事業の適正運営を促進します。  

国が示した「介護給付適正化計画」に関する指針と整合性を図りながら５つの重要事業（①

要介護認定の適正化、②ケアプランの点検、③住宅改修、福祉用具購入・貸与の点検、④医療

情報との突合・縦覧点検、⑤介護給付費通知）を中心とした取組により、介護給付の適正化に

努めます。  

  

［具体的な事業］  

１）要介護認定の適正化  

介護サービスを必要とする申請者の状況を的確に把握し、要介護認定の適正化・平準化に

向け、認定訪問調査員等の研修や認定資料の点検に加え、国から提供される「要介護認定業

務分析データ」を活用しての格差是正を図り、適切かつ公平な要介護認定の確保に努めま

す。  

また、要介護（要支援）認定申請に対しては、法定期間内での処理を目指すにあたり、新

たに「指定市町村事務受託法人」への委託体制を整え、迅速な認定調査事務を実施します。 

 

２）ケアプランの点検  

介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画及び介護予防サービス計画の記載内容に

ついて、点検及び支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要とするサービスを確保す

るとともに、受給者の状態に適合していないサービス提供の改善に努めます。 

 

３）住宅改修、福祉用具購入・貸与の点検  

住宅改修及び福祉用具購入・貸与については、書類審査及び介護支援専門員や事業者への

ヒアリングを通じて給付適正化を図っていますが、提出書類や写真等からでは現状把握が困

難なケース等に留意しながら、必要に応じ現地調査等を行うことで不適切又は不要なサービ

スの抑制を図っていきます。 

  

４）医療情報との突合・縦覧点検  

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況を確認し、提供されたサービスの整合

性を図りながら、請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行います。  

また、医療担当部署との更なる連携体制の構築を図りつつ、給付日数や提供されたサービ

スの整合性の点検により、医療と介護の重複請求の排除等に努めます。  
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５）介護給付費通知  

市から受給者本人（または家族）に対して、利用サービスの内容と費用総額等の内訳につ

いて通知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と提供を普及啓発す

るとともに、自ら受けているサービスを改めて確認し、適正な請求に向けた抑制効果をあげま

す。  

  

６）その他の適正化への取組（給付実績の活用）  

国保連で実施する審査支払いの結果から得られる給付実績を活用して、不適切な給付や事

業者を発見し、適正なサービス提供と介護費用の効率化、事業者の指導育成を図ります。  

  

③住宅改修理由書作成支援事業  

住宅改修費支給申請の際、提出する住宅改修理由書は居宅介護（介護予防）支援の一環とし 

 て、契約を交わした介護支援専門員や地域包括支援センター職員が作成することとされていま 

すが、介護保険サービスの内、住宅改修のみを利用する要介護等認定者には、理由書作成者の 

確保が困難な場合があります。 

 そのため、住宅改修に係る適切なケアマネジメントが受けられるよう、市独自の住宅改修理 

由書作成支援事業として、理由書を作成した居宅介護支援事業者等に対し、理由書作成支援費

を支給します。 
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第３節 要介護状態となることの予防及び重度化防止  

市は、高齢者が可能な限り地域において自立した生活ができるよう、一般高齢者から要支援者

への予防、軽度者（要支援１～要介護２）の重度化防止、要介護１以上の方の自立支援に関する

取組を重点的に行い、最終的には元気な高齢者割合の維持を目指します。  

各取組について指標を設定し、その事業を重点的に推進し、毎年度その取組について評価を行

い、「栃木市社会福祉施策推進委員会」等に諮ります。  

  

（１）介護予防、重度化防止、自立支援の各段階における取組  

 

①一般高齢者の予防の取り組み  

一般高齢者が、地域において自立した生活を営むためには、生活機能の維持だけでなく、生

きがいを持って日常生活を過ごすことが重要です。  

「はつらつセンター事業」や「介護予防ボランティア育成事業」（ますます元気サポーター

活動支援）、「地域づくり型介護予防事業」（あったかとちぎ体操）等を積極的に実施し、地域

介護予防活動の場の拡大・充実を支援します。  

[評価指標]                                                        （単位：回、人）  

区 分  
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

開催回数 延参加者 開催回数  延参加者 開催回数  延参加者 

はつらつセンター事業  22,100 221,800 22,800 228,600 23,500 235,400 

ますます元気サポーター

養成講座  
5 246 5 266 5 286 

あったかとちぎ体操  85 31,000 91 32,760 97 34,920 

 ※開催回数のうち「あったかとちぎ体操」は実施団体数 

 

②要支援者（事業対象者）の重度化防止  

要支援（事業対象者）の比較的軽度な高齢者については、重度化防止の取組を行います。そ

のため、介護予防・日常生活支援総合事業を充実させ、要介護状態にならない取組を行いま

す。  

[評価指標]                                                   （単位：人）  

区 分  令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

訪問型サービス  3,912 4,022 4,242 

通所型サービス  6,977 7,172 7,564 

介護予防ケアマネジメント  6,661 6,848 7,223 
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③要介護者の自立支援  

高齢者が要介護状態等になった場合であっても、生きがいを持って日常生活を過ごし、住み

慣れた地域で安心して生活を継続するためには、その方の尊厳を保持し、その有する能力に応

じた自立した日常生活を営むことができるよう、ニーズの把握や在宅で生活する上での支援を

行います。  

[評価指標]                                                （単位：回、件）  

区 分  令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

ケアマネジャー研修会  12 12 12 

ケアプランに対する相談  1,650 1,700 1,750 

  

（２）最終的な数値目標  

 

本市の高齢化率は、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）には 33.3％になると

見込まれ、また、65 歳以上の高齢者のいる世帯や高齢者のみの世帯数は、高齢化率の上昇に

ともない年々増加しています。こうした高齢者が自立していくためには、健康寿命を延ばし、

これまで培ってきた知識や経験、技能を生かしながら積極的に社会参加し、生きがいを実現す

ることが重要です。  

このため、前述した各段階の取組を行うことによって、令和５年の計画期間 最終段階に向

けて、以下の数値目標（アウトカム指標）を設定します。  

 

①要介護認定率の維持  

高齢者の増加に伴い、要介護認定率も上昇することが予想されます。本市は、前述した取組

を重点的に推進することによって、元気な高齢者の割合が維持することを目指します。 

[評価指標]                                                       （単位：％）  

 指 標  現状値  目標値  

元気な高齢者の割合  

（要介護認定を受けていない人の割合）  
84％ 84％ 

  

（３）設定値の評価  

 

前述した各取組及び最終目標については、毎年度評価を行い、以下の観点で自己評価を行い

ます。  

 ①達成できなかった（あるいは達成できた）理由や原因に関すること。  

 ②目標の達成状況に影響していると考えられる他の取組や状況に関すること。  

 ③取組で目指している課題やその解決のために必要な取組に関すること。  

 ④新たに見つかった課題やその解決のために必要な取組に関すること。  
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 ⑤「取組と最終目標」の修正の必要性や改善に関すること。  

上記の評価を毎年度行い、関係者で共有することにより、市全体を挙げて予防事業等に取

組、令和５年度（2023 年度）には、最終評価を行い、第８期期間の取組について検証し、今

後の高齢者保健福祉事業・介護保険事業に活かしていきます。  

なお、評価については、「栃木市社会福祉施策推進委員会」等に諮るとともに、県へ報告し

ます。  
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第４節 介護離職ゼロの実現に向けて（基本目標３ 施策３ ★重点施策） 

（１）介護者支援の充実  

 
家族の介護を理由とした離職の防止を図るべく、必要な介護サービスの確保と働く環境改

善・家族支援に取り組みます。 

市では、介護離職ゼロを目指し、市内介護保険関係事業所団体等と連携しながら、中小企

業等を対象に豊富な実務経験を有する介護に関する相談員を派遣し、事業主・従業員が抱え

る介護に関する様々な課題に対して、必要な助言を行う「栃木市中小企業介護相談員派遣事

業」を実施します。 

併せて、介護に関する情報提供体制の整備や、介護が必要になったときに速やかにサービ

スの利用ができるよう、介護保険制度の周知啓発を行います。 

また、企業等には、介護休暇制度をはじめ、働きながら介護を続けるための支援制度を周

知するとともに、制度を利用しやすいものとする職場環境づくりに向けた働きかけを進めて

いきます。 

 

（２）業務効率化の取組  

 
業務の効率化の観点から、介護分野の文章作成に係る負担軽減のため、国が示す方針に基

づく個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標準化を進め

ます。 

介護事業所等で働く職員の負担軽減を図りＩＣＴ化を促進するため、地域医療介護総合確

保基金（介護分）に基づくＩＣＴ導入支援事業をはじめとする各種の支援・助成制度の周知

を図ります。 

全国各地のＩＣＴを活用した効率化の好事例を紹介し、具体的な効果を把握してもらえる

ように情報提供していきます。 
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第５節 介護保険事業費の見込み  

（１）介護給付サービスの見込み量及び給付費  

 

①居宅介護サービス                                  （単位：千円、回、日、人） 

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    

令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

訪問介護  

給 付 費 557,273 596,946 599,884 601,964 633,912 732,109 

利 用 回 数 16,999 17,278 17,351 17,409 18,337 21,156 

利 用 者 数 864 864 867 870 918 1,049 

訪問入浴介護  

給 付 費 58,832 59,326 60,818 60,818 62,202 72,690 

利 用 回 数 408 400 410 410 420 490 

利 用 者 数 78 75 77 77 79 92 

訪問看護  

給 付 費 169,672 195,881 196,422 196,854 205,652 238,264 

利 用 回 数 2,001 2,347 2,353 2,358 2,464 2,851 

利 用 者 数 395 442 443 444 464 537 

訪問リハビリテーション  

給 付 費 22,452 23,063 23,076 23,191 23,306 26,856 

利 用 回 数 666 670 670 673 676 780 

利 用 者 数 65 65 65 65 66 76 

居宅療養管理指導  
給 付 費 46,726 54,385 55,254 55,874 57,125 65,610 

利 用 者 数 474 528 536 542 554 637 

通所介護  

給 付 費 1,950,820 2,010,105 2,011,221 2,011,221 2,111,605 2,424,445 

利 用 回 数 20,647 20,527 20,527 20,527 21,573 24,698 

利 用 者 数 1,855 1,795 1,795 1,795 1,888 2,156 

通所リハビリテーション  

給 付 費 738,390 730,957 744,070 754,817 768,917 880,483 

利 用 回 数 7,193 6,924 7,043 7,145 7,287 8,316 

利 用 者 数 855 814 828 840 857 977 

短期入所生活介護  

給 付 費 624,910 666,018 679,817 685,889 697,653 807,720 

利 用 日 数 6,173 6,510 6,641 6,703 6,820 7,883 

利 用 者 数 527 498 508 513 522 602 

短期入所療養介護  

給 付 費 65,783 74,021 75,221 76,161 77,494 89,646 

利 用 日 数 465 505 513 520 528 610 

利 用 者 数 65 62 63 64 65 75 

特定施設入居者生活介護  
給 付 費 486,415 497,060 506,823 513,140 524,859 600,597 

利 用 者 数 217 219 223 226 231 264 

福祉用具貸与  
給 付 費 364,619 387,211 394,117 399,251 406,463 468,736 

利 用 者 数 2,336 2,405 2,448 2,481 2,528 2,899 

資料：厚生労働省「地域包括ケア」見える化システム【栃木市データ】  
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 ②地域密着型サービス                                  （単位：千円、回、人）  

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    

令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

定期巡回・随時対応 

型訪問介護・看護  

給 付  費 27,759 39,094 39,116 39,116 32,949 37,475 

利 用 者 数 23 30 30 30 26 29 

地域密着型通所介護  

（小規模デイサービス） 

給 付  費 335,250 330,662 334,652 339,555 346,135 395,798 

利 用 回 数 3,664 3,526 3,570 3,624 3,695 4,210 

利 用 者 数 386 385 390 396 404 459 

認知症対応型通所 

介護  

給 付  費 3,218 2,304 2,305 2,305 2,305 2,305 

利 用 回 数 41 31 31 31 31 31 

利 用 者 数 3 2 2 2 2 2 

小規模多機能型居宅 

介護  

給 付  費 211,814 219,253 222,268 225,974 229,922 263,604 

利 用 者 数 86 88 89 91 92 105 

認知症対応型共同 

生活介護 

給 付  費 836,077 870,244 889,755 962,004 962,004 1,047,182 

利 用 者 数 274 277 283 306 306 333 

地域密着型 

特定施設入居者 

生活介護  

給 付  費 0 0 0 0 0 0 

利 用 者 数 0 0 0 0 0 0 

地域密着型 

介護老人福祉施設 

入所者生活介護  

給 付  費 820,812 933,977 934,495 1,030,812 1,030,812 1,147,296 

利 用 者 数 255 282 282 311 311 346 

夜間対応型訪問介護  
給 付  費 0 0 0 0 0 0 

利 用 者 数 0 0 0 0 0 0 

看護小規模多機能型 

居宅介護  

給 付  費 55,748 85,445 85,492 85,492 68,843 81,189 

利 用 者 数 24 34 34 34 28 33 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】  

 

 

③施設介護サービス                                        （単位：千円、人） 

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    

令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度    

2040204020402040 年度年度年度年度    

介護老人福祉施設  
給 付 費 2,296,809 2,499,643 2,565,531 2,565,531 2,565,531 2,909,591 

利 用 者 数 733 770 790 790 790 895 

介護老人保健施設 
給 付 費 1,833,581 2,025,443 2,026,567 2,026,567 2,179,328 2,489,916 

利 用 者 数 534 570 570 570 613 700 

介護療養型医療施設 
給 付 費 38,363 31,911 31,929 31,929   

利 用 者 数 11 9 9 9   

介護医療院  
給 付 費 0 0 0 0 0 0 

利 用 者 数 0 0 0 0 10 11 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】  
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④居宅介護福祉用具購入                                  （単位：千円、人） 

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

福祉用具購入  
給 付 費 14,227 16,648 16,648 16,648 17,794 19,721 

利 用 者 数 42 43 43 43 46 51 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】  

 

 

⑤居宅介護住宅改修                                   （単位：千円、人） 

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

住宅改修 
給 付 費 40,200 49,020 50,349 50,349 51,599 59,395 

利 用 者 数 33 38 39 39 40 46 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】  

 

 

⑥居宅介護サービス計画                                     （単位：千円、人）  

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

居宅介護支援  
給 付 費 620,176 648,137 659,995 669,045 682,206 779,859 

利 用 者 数 3,651 3,733 3,799 3,852 3,929 4,483 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】   
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（２）予防給付サービスの見込み量及び給付費  

 

①介護予防サービス                                                   （単位：千円、人） 

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

介護予防訪問入浴介護 
給 付 費 579 0 0 0 0 0 

利 用 者 数 1 0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 
給 付 費 11,393 12,343 12,843 13,130 13,416 14,689 

利 用 者 数 38 47 49 50 51 56 

介護予防訪問 

リハビリテーション 

給 付 費 2,065 4,635 4,978 4,978 4,978 5,660 

利 用 者 数 7 14 15 15 15 17 

介護予防居宅療養管理指導  
給 付 費 1,941 2,878 2,979 2,979 3,070 3,359 

利 用 者 数 23 30 31 31 32 35 

介護予防通所 

リハビリテーション 

給 付 費 88,018 93,740 95,533 97,053 100,044 109,016 

利 用 者 数 214 221 225 229 236 257 

介護予防短期入所生活介護 
給 付 費 4,039 3,158 3,160 3,160 3,160 3,633 

利 用 者 数 9 7 7 7 7 8 

介護予防短期入所療養介護 
給 付 費 878 462 462 462 462 462 

利 用 者 数 2 1 1 1 1 1 

介護予防特定施設入居者 

生活介護  

給 付 費 27,580 24,508 24,521 26,372 26,372 28,223 

利 用 者 数 30 26 26 28 28 30 

介護予防福祉用具貸与  
給 付 費 32,074 38,398 38,995 39,675 40,862 44,763 

利 用 者 数 397 453 460 468 482 528 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】 

 

 

②地域密着型介護予防サービス                                         （単位：千円、人）  

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

介護予防認知症対応型通所

介護 (認知症対応デイサービス) 

給 付 費 0 0 0 0 0 0 

利 用 者 数 0 0 0 0 0 0 

介護予防小規模多機能 

居宅介護  

給 付 費 2,974 1,954 1,956 1,956 1,956 1,956 

利 用 者 数 3 2 2 2 2 2 

介護予防認知症対応型共同

生活介護（グループホーム）  

給 付 費 1,891 5,613 5,616 5,616 5,616 5,616 

利 用 者 数 1 2 2 2 2 2 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】 
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 ③介護予防福祉用具購入                                               （単位：千円、人）  

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

介護予防特定福祉用具購入  
給 付 費 3,396 2,305 2,305 2,305 2,305 2,641 

利 用 者 数 11 7 7 7 7 8 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】 

  

  

④介護予防住宅改修                                                   （単位：千円、人） 

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

介護予防住宅改修 
給 付 費 16,449 16,709 16,709 16,709 16,709 16,709 

利 用 者 数 12 14 14 14 14 14 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】 

 

 

⑤介護予防サービス計画                                               （単位：千円、人） 

種別 区分 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    令和令和令和令和 4444 年度年度年度年度    令和令和令和令和 5555 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 7777 年度年度年度年度    

2025202520252025 年度年度年度年度    
令和令和令和令和 22222222 年度年度年度年度

2040204020402040 年度年度年度年度    

介護予防支援 
給 付 費 31,901 35,179 35,859 36,463 37,562 41,077 

利 用 者 数 584 641 653 664 684 748 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】 

 

 

（３）施設整備計画 

 

施設待機者数などを勘案し、目標年度となる 2023 年度の数値に向けて、順次必要な施設整

備を進めます。  

（単位：床）  

区 分 
前期計画までの 

整備数量 

第 8期計画期間内

整備目標数量 

令和 5年度末 

整備数量 

特別養護老人 

ホーム 

広域型 821(12 施設)  6(転床)  827(12 施設)  

地域密着型 284(12 施設)  29(1 施設) 313(13 施設)  

老人保健施設  650( 7 施設)  0  650( 7 施設) 

認知症高齢者グループホーム  270(16 施設)  18(1 施設)  288(17 施設) 

特定施設入居者生活介護適用施設  327( 6 施設)  0  327( 6 施設) 

合 計 2,352(53 施設) 53(2 施設) 2,405(55 施設) 
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（４）第８期の介護給付等対象サービスの給付費総額の見込み（まとめ）  

（単位：千円）  

区 分  令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 合計  

標準給付費 計  14,008,353 14,146,421 14,382,606 42,537,380 

給付費 計（介護給付+予防給付）  8,731,639 8,827,714 9,051,338 26,610,691 

介護給付  8,489,757 8,581,798 8,800,480 25,872,035 

  

居宅介護サービス  5,294,973 5,346,723 5,379,180 16,020,876 

地域密着型介護サービス  2,480,979 2,508,083 2,685,258 7,674,320 

居宅介護福祉用具購入  16,648 16,648 16,648 49,944 

居宅介護住宅改修  49,020 50,349 50,349 149,718 

居宅介護サービス計画  648,137 659,995 669,045 1,977,177 

予防給付 241,882 245,916 250,858 738,656 

 

介護予防サービス 180,122 183,471 187,809 551,402 

地域密着型介護予防サービス  7,567 7,572 7,572 22,711 

介護予防福祉用具購入  2,305 2,305 2,305 6,915 

介護予防住宅改修  16,709 16,709 16,709 50,127 

介護予防サービス計画  35,179 35,859 36,463 107,501 

施設介護サービス  4,556,997 4,624,027 4,624,027 13,805,051 

 

介護老人福祉施設  2,499,643 2,565,531 2,565,531 7,630,705 

介護老人保健施設  2,025,443 2,026,567 2,026,567 6,078,577 

介護療養型医療施設  31,911 31,929 31,929 95,769 

介護医療院  0 0 0 0 

審査支払手数料  12,416 12,620 12,848 37,884 

高額介護（介護予防）サービス費  272,536 274,220 279,183 825,939 

高額医療合算介護サービス費 16,194 16,461 16,758 49,413 

特定入所者介護（介護予防）サービス費  418,571 391,379 398,452 1,208,402 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム 【栃木市データ】 

  

（５）第８期の地域支援事業費の見込み  

（単位：千円）  

区 分  令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 合計  

地域支援事業費 623,838 643,238 669,509 1,936,585 

  

介護予防・日常生活支援総合事業費  370,624 381,410 400,082 1,152,116 

包括的支援事業・任意事業費 189,012 197,702 199,696 586,410 

包括的支援事業（社会保障充実分）  64,202 64,126 69,732 198,060 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】 
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（６）介護給付等対象サービスの給付費総額の見込み 

（令和７年度（2025 年度）・令和 22 年度（2040 年度））   

（単位：千円）  

区 分  令和 7 年度(2025 年度) 令和 22 年度(2040 年度) 

標準給付費 計  14,718,191 16,733,775 

給付費 計（介護給付+予防給付）  9,250,269 10,518,784 

介護給付  8,993,757 10,240,980 

  

居宅介護サービス  5,569,188 6,407,156 

地域密着型介護サービス  2,672,970 2,974,849 

居宅介護福祉用具購入  17,794 19,721 

居宅介護住宅改修  51,599 59,395 

居宅介護サービス計画  682,206 779,859 

予防給付 256,512 277,804 

 

介護予防サービス  192,364 209,805 

地域密着型介護予防サービス  7,572 7,572 

介護予防福祉用具購入  2,305 2,641 

介護予防住宅改修  16,709 16,709 

介護予防サービス計画  37,562 41,077 

施設介護サービス 4,744,859 5,399,507 

 

介護老人福祉施設  2,565,531 2,909,591 

介護老人保健施設  2,179,328 2,489,916 

介護医療院  0 0 

審査支払手数料  13,136 14,815 

高額介護（介護予防）サービス費  285,427 321,906 

高額医療合算介護サービス費  17.133 19,323 

特定入所者介護（介護予防）サービス費  407,367 459,440 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム【栃木市データ】  

  

（７）地域支援事業費の見込み（令和７年度（2025 年度）・令和 22年度（2040 年度））  

（単位：千円）  

区 分  令和 7 年度(2025 年度) 令和 22 年度(2040 年度) 

地域支援事業費  594,250 536,885 

  

介護予防・日常生活支援総合事業費  306,520 267,451 

包括的支援事業・任意事業費 231,415 213,119 

包括的支援事業（社会保障充実分） 56,315 56,315 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム 【栃木市データ】 
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第６節 第１号被保険者の介護保険料  

（１）介護保険事業の財源  

 

介護保険事業を運営するために必要となる費用は、保険給付費（予防給付費、介護給

付費）、地域支援事業費、事務費などから構成されます。  

そのうち、保険給付費と地域支援事業費の財源は、国の負担金、県の負担金、市の負

担金、国の調整交付金、支払基金交付金（第２号被保険者の保険料）、第１号被保険者の

保険料などで賄われます。  

この第１号被保険者の保険料で賄われる負担割合は、第２号被保険者との人口比率に

より、政令で定められています。第８期介護保険事業計画期間では 23％になります。  

  

  

  

■標準給付費（居宅系）                  ■標準給付費（施設系）  
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 （２）第８期保険料基準額の算定  

第１号被保険者の保険料は、３年間の計画期間中に見込まれる介護保険事業費の所

定負担割合を賄えるように設定しており、通常、計画期間の初年度に剰余金が生じる

ことが見込まれるため、「介護給付費準備基金」を設置し、その剰余金を管理していま

す。この積立金については、保険料の上昇を抑制する財源として第８期計画中に取り

崩し、第１号被保険者に還元します。 

  

第１号被保険者の保険料基準額は次のように算定されます。  

内  容 計算式等 金額 

① 標準給付費見込額  ― 42,537,380 千円 

② 地域支援事業費  ― 1,936,585 千円 

③ 第１号被保険者負担分  (①+②)×23％ 10,229,012 千円 

④ 調整交付金相当額  ①×5.00％ 2,126,869 千円 

⑤ 調整交付金見込額  ①×2.807％ 1,194,145 千円 

⑥ 準備基金取崩額  ― 400,000 千円 

⑦ 保険料収納必要額  ③＋(④-⑤)-⑥ 10,761,736 千円 

⑧ 予定保険料収納率  ％ 99％ 

⑨ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 人 151,033 人 

⑩ 保険料見込額（年額）  ⑦÷⑧÷⑨  71,974 円 

⑪ 保険料見込額・基準額（月額） ⑩÷12 月  5,998 円 

① 令和３～５年度の３年間の給付費の見込額の総額  

② 令和３～５年度の３年間の地域支援事業費の見込額の総額 

③ 給付費のうち 65 歳以上の方が負担する割合 

④ 国が負担する調整交付金の基準額です。（後期高齢者の割合などにより変動）  

⑤ 市に交付される調整交付金の見込額  

⑥ 市が保有している基金の中から、保険料の上昇を抑えるために一部取り崩した金額 

⑦ 保険料で収納が必要となる額です。表内の計算式により算出  

⑧ 令和３～５年度の３年間の介護保険料の見込収納率 

⑨ 所得段階により補正した 65 歳以上の被保険者数 

⑩ 保険料収納必要額により算出した一人当たりの年間保険料（基準額） 

⑪ 一人当たりの月額保険料見込額、第８期保険料基準額（月額）   

 

＊四捨五入の関係で計算が一致しない場合があります。  
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（３）保険料基準額の算定（令和７年度（2025 年度））  

 

令和７年度（2025 年度）の第１号被保険者の保険料推計は次のとおりです。  

  

内  容  計算式等  
令和７年度 

（2025 年度）  

①  標準給付費見込額  ― 14,718,191 千円  

②  地域支援事業費  ― 594,250 千円 

③  第１号被保険者負担分  (①+②)×23.4％ 3,583,111 千円  

④  調整交付金相当額  ①×5.00％ 735,910 千円 

⑤  調整交付金見込額  ①×2.264％ 333,248 千円 

⑥  準備基金取崩額  ― 0 千円 

⑦  保険料収納必要額  ③+(④-⑤)-⑥ 3,985,773 千円 

⑧  予定保険料収納率  ％ 99％ 

⑨  所得段階別加入割合補正後被保険者数  人 50,550 人 

⑩  保険料見込額（年額）  ⑦÷⑧÷⑨ 79,644 円 

⑪  保険料見込額（月額）  ⑩÷12 月 6,637 円 

＊四捨五入の関係で計算が一致しない場合があります。  
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（４）保険料の設定  

第８期事業計画期間（令和３年度～５年度）の所得段階区分と保険料率等  

所得段階 対  象  者  保険料率 年間保険料  
構成比 

（推計） 

第１段階 

・生活保護を受給している方  
・老齢福祉年金の受給者で世帯が全員市民税

非課税の方  
・市民税世帯非課税で前年の課税年金収入額

＋その他の合計所得金額が 80 万円以下の方 

基準額  

×0.5  
軽減後 

×0.3 

35,988 円 

軽減後 

21,592 円 
14.1％ 

第２段階 

・市民税世帯非課税で前年の課税年金収入額

＋その他の合計所得金額が 120 万円以下の

方  

基準額  
×0.65 
軽減後 

×0.4 

46,784 円 

軽減後 

28,790 円 
6.7％ 

第３段階 

・市民税世帯非課税で前年の課税年金収入額

＋その他の合計所得金額が 120 万円を超え

る方  

基準額  
×0.75 
軽減後 

×0.7 

53,982 円 

軽減後 

50,383 円 

6.1％ 

第４段階 
・本人は市民税非課税であるが世帯員に市民

税課税者がいる方で前年の課税年金収入額

＋その他の合計所得金額が 80 万円以下の方 

基準額  

×0.85 
61,179 円 16.4％ 

第５段階 
・本人は市民税非課税であるが世帯員に市民

税課税者がいる方で前年の課税年金収入額

＋その他の合計所得金が 80 万円を超える方 

基準額  
71,976 円 

（月額 5,998 円） 
15.9％ 

第６段階 
・市民税本人課税の方で前年の合計所得 

金額が 125 万円以下の方  

基準額  

×1.2 
86,371 円 18.6％ 

第７段階 
・市民税本人課税の方で前年の合計所得 

金額が 125 万円を超え 210 万円未満の方  

基準額  

×1.3 
93,568 円 12.1％ 

第８段階 
・市民税本人課税の方で前年の合計所得 

金額が 210 万円以上 400 万円未満の方  

基準額  

×1.5 
107,964 円 7.1％ 

第９段階 
・市民税本人課税の方で前年の合計所得 

金額が 400 万円以上 600 万円未満の方  

基準額  

×1.75 
125,958 円 1.5％ 

第 10 段階 
・市民税本人課税の方で前年の合計所得 

金額が 600 万円以上 800 万円未満の方  

基準額  

×2.0 
143,952 円 0.5％ 

第 11 段階 
・市民税本人課税の方で前年の合計所得 

金額が 800 万円以上 1,000 万円未満の方  

基準額  

×2.25 
161,946 円 0.3％ 

第 12 段階 
・市民税本人課税の方で前年の合計所得 

金額が 1,000 万円以上 1,200 万円未満の方 

基準額  

×2.5 
179,940 円 0.1％ 

第 13 段階 
・市民税本人課税の方で前年の合計所得 

金額が 1,200 万円以上の方 

基準額  

×2.75 
197,934 円 0.5％ 

※「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から年金収入に係る雑所得を除いた額。 

※「合計所得金額」とは収入から公的年金控除、給与所得控除や必要経費を控除した額で、

基礎控除や人的控除等の控除する前の所得金額。 

※各段階とも租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額

を控除した額。  

※税制改正を踏まえて所得が増加した第 1号被保険者は、従前の保険料段階よりも段階が上

がり負担が増加し得ることから、その影響を遮断する対応をしています。 
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第８章 計画の推進と進行管理     

 

第１節 計画の推進  

（１）行政内部における関係部門との連携  

 

高齢福祉・介護保険部門間の連携はもとより、高齢者に関わる関係部署との情報共有や

連携を図り、庁内での総合的な推進体制を構築します。  

  

（２）関係団体などとの連携  

 

高齢者を取り巻くサービスを展開する上で、行政のみならず、各種関係団体と様々な形

で情報交換・各種研修会などを行います。本市の社会資源の整理を行うとともに、関係者

間の協力体制を構築し、地域づくりの基盤を整備します。  

  

（３）計画の普及啓発  

 

本計画について、市民や関係者などにわかりやすく伝えていくために、広報紙、ホーム

ページなどを活用し積極的に広報するとともに、職員による出前講座や様々な機会を活用

して、計画内容を普及啓発していきます。  
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第２節 計画の進行管理  

（１） 進行管理  

 

本計画の実施状況に係る管理については、計画策定の諮問機関である栃木市社会福祉施策推

進委員会及び介護保険の適正な運営を推進するための協議機関である栃木市介護保険運営協議

会に、その進捗状況などを報告することにより計画の実現を推進していきます。  

  

  

■地域包括ケアシステムのイメージ図  

   
  

資料：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメ

ント」 （地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業） 

平成 27 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016 年  
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資料編 

 

１ パブリックコメント（概要） 

第８期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に関するパブリックコメントに

ついて 

 

（１）目的 

高齢者福祉、保健の総合的な推進と介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るた

め、老人福祉法及び介護保険法に基づき、栃木市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

を策定するにあたり、広く市民から意見などを募集し、計画に反映させる。 

 

（２）公表期間及び意見などの提出期間 

・令和３年１月 20 日（水）～ 令和３年２月 19 日（金） 

・土日、祝日を除く午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

 

（３）意見などを提出できる方の条件 

・市内に住所を有する方 

・市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

・市内に所在する事務所又は事業所に勤務する方 

・市内に存する学校に在学する者 

・市税の納税義務者 

・その他本件に利害関係のある方 

 

（４）資料の閲覧・配布場所 

・市ホームページ 

・本庁 保健福祉部 地域包括ケア推進課、 

大宮、皆川、吹上、寺尾、国府公民館 

大平総合支所 大平地域包括支援センター 

藤岡総合支所 藤岡地域包括支援センター 
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都賀総合支所 都賀地域包括支援センター 

西方総合支所 西方地域包括支援センター 

岩舟総合支所 岩舟地域包括支援センター 

・市政情報センター 

 

（５）意見の提出方法・提出先 

・提出期限：令和３年２月 19 日（金）午後５時 15 分 必着 

・提出方法：郵送、ファックス、電子メール 

＊直接持ち込む場合は、本庁保健福祉部地域包括ケア推進課及び各総合支所地域包括支援セン

ター窓口 
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２ 栃木市社会福祉施策推進委員会 開催状況 

年月日年月日年月日年月日    内容内容内容内容    

令和２年６月 26日 

・栃木市障がい福祉プランの進捗状況について 

・第７期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗状 

況について 

・第２期栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定について 

・栃木市成年後見制度利用促進計画の策定について 

・栃木市再犯防止推進計画の策定について 

令和２年 11 月 20 日 

・栃木市子どもの貧困対策推進計画の進捗状況について 

・第６期栃木市障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画（案）

について 

・第８期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に 

ついて 

・栃木市再犯防止推進計画（案）について 

令和２年 12 月 25 日 

・第６期栃木市障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画（案）

について 

・第８期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に 

ついて 

 

 
３ 高齢者福祉専門部会 開催状況 

年月日年月日年月日年月日    内容内容内容内容    

令和２年 11 月 11 日 
・第８期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に 

ついて 
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４ 栃木市社会福祉施策推進委員会規則 

平成２２年３月２９日 

規則第９６号 

改正 平成２２年８月２０日規則第２１５号 

平成２３年７月２０日規則第２３号 

平成２８年３月２８日規則第２３号 

平成２９年３月２３日規則第７号 

（設置） 

第１条 本市における社会福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、栃木市社会福祉施策

推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（業務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について、検討し、又は協議するものとする。 

(1) 社会福祉施策に係る基本方針に関すること。 

(2) 社会福祉施策の総合的推進に関すること。 

(3) 社会福祉施策に係る調査研究に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

（平２９規則７・一部改正） 

（組織） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱す

る。 

(1) 市議会議員 

(2) 学識経験を有する者 

(3) 社会福祉関係団体の関係者 

(4) 医療、福祉、保健及び教育関係機関の関係者 

(5) 公募による委員 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（平２３規則２３・一部改正） 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこ

とができる。 

（専門部会） 

第６条 委員会に、専門的な事項について調査研究及び検討するため、次に掲げる専門部会を置

く。 

(1) 高齢者福祉専門部会 

(2) 児童福祉専門部会 
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(3) 障がい者福祉専門部会 

(4) 就労支援専門部会 

(5) 権利擁護専門部会 

２ 委員は、いずれかの専門部会に所属するものとする。 

３ 専門部会に、部会長及び副部会長各１人を置き、部会委員の互選により定める。 

４ 専門部会に、特別の事項を調査研究及び検討させるため必要があるときは、特別委員を置く

ことができる。 

５ 特別委員は、特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

 

６ 特別委員は、特別な事項の調査研究及び検討が終了したとき又は市長が特別な事情があると

認めたときは、解任されるものとする。 

（平２２規則２１５・平２３規則２３・平２９規則７・一部改正） 

（任期） 

第７条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、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。 

３ 委員は、第３条各号に掲げる職を失ったとき又は辞したときは、任期中においても委員の職

を失う。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉総務課において処理する。 

（平２３規則２３・平２８規則２３・一部改正） 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２２年３月２９日から施行する。 

附 則（平成２２年規則第２１５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年規則第２３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第２３号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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５ 栃木市社会福祉施策推進委員会 委員名簿 

任期：H30.11.26～R2.11.25（敬称略・順不同） 

 区 分 団 体 名 委 員 備 考 

1 市議会議員 栃木市議会 古沢 ちい子  

2 
学識経験を 

有する者 

公益社団法人成年後見センター・ 

リーガルサポートとちぎ支部 
井木澤 節子  

3 
とちぎソーシャルケアサービス従事者

協議会 
大友 崇義  

4 

社会福祉 

関係団体の 

関係者 

栃木市身体障害者福祉連合会 田名網 弘  

5 栃木市障害者施設協議会 
落合 恭子 ～R2.6.7 

小林 勝夫 R2.6.8～ 

6 栃木市ひとり親家庭福祉会 青木 世津子  

7 とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会 細川 正江  

8 
栃木市特別養護老人ホーム・ 

養護老人ホーム連絡協議会 
佐々木 剛  

9 栃木市民生委員児童委員協議会連合会 羽山 直克  

10 栃木市手をつなぐ育成会 松本 厚子  

11 栃木市民間保育園連絡協議会 堀 昌浩  

12 栃木市聴覚障害者協会 片柳 富枝  

13 

医療、福祉、保健

及び教育関係機関

の関係者 

下都賀郡市医師会 粟田口 淳子  

14 栃木県県南児童相談所 
湯澤 典子 ～H31.3.31 

佐山 恵子 H31.4.1～ 

15 栃木市幼稚園連合会 関口 立美  

16 栃木市校長会 森 加奈夫  

17 栃木市社会福祉協議会 赤羽根 則男  

18 
公募による委員 

公募委員 櫻岡 英之  

19 公募委員 坂田 英樹  

20 市長が必要と 

認めるもの 

栃木市自治会連合会 大橋 正美  

21 栃木商工会議所 島田 暁彦  
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任期：R2.11.26～R4.11.25（敬称略・順不同） 

 区 分 団 体 名 委 員 備 考 

1 市議会議員 栃木市議会 古沢 ちい子  

2 
学識経験を 

有する者 

公益社団法人成年後見センター・ 

リーガルサポートとちぎ支部 
井木澤 節子  

3 
とちぎソーシャルケアサービス従事者

協議会 
大友 崇義  

4 

社会福祉 

関係団体の 

関係者 

栃木市身体障害者福祉連合会 坂本  邦雄  

5 栃木市障害者施設協議会 小林 勝夫  

6 栃木市ひとり親家庭福祉会 青木 世津子  

7 とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会 細川 正江  

8 
栃木市特別養護老人ホーム・ 

養護老人ホーム連絡協議会 
佐々木 剛  

9 栃木市民生委員児童委員協議会連合会 羽山 直克  

10 栃木市手をつなぐ育成会 松本 厚子  

11 栃木市民間保育園連絡協議会 堀 昌浩  

12 栃木市聴覚障害者協会 片柳 富枝  

13 

医療、福祉、保健

及び教育関係機関

の関係者 

下都賀郡市医師会 粟田口 淳子  

14 栃木県県南児童相談所 佐山 恵子  

15 栃木市幼稚園連合会 関口 立美  

16 栃木市校長会 佐藤  雪江  

17 栃木市社会福祉協議会 赤羽根 則男  

18 
公募による委員 

公募委員 尾崎 由美子  

19 公募委員 福田   智  

20 市長が必要と 

認めるもの 

栃木市自治会連合会 大橋 正美  

21 栃木商工会議所 島田 暁彦  

 

    



 

118 
 
 

６ 高齢者福祉専門部会 委員名簿 

任期：H30.11.26～R2.11.25（敬称略・順不同） 

 区 分 団 体 名 委 員 

1 市議会議員 栃木市議会 古沢 ちい子 

2 
学識経験を有する者 

公益社団法人成年後見センター・ 

リーガルサポートとちぎ支部 
井木澤 節子 

3 とちぎソーシャルケアサービス従事者協議会 大友 崇義 

4 

社会福祉 

関係団体の 

関係者 

栃木市ひとり親家庭福祉会 青木 世津子 

5 とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会 細川 正江 

6 
栃木市特別養護老人ホーム・ 

養護老人ホーム連絡協議会 
佐々木 剛 

7 栃木市民生委員児童委員協議会連合会 羽山 直克 

8 栃木市民間保育園連絡協議会 堀 昌浩 

9 医療、福祉、保健及び 

教育関係機関の関係者 

下都賀郡市医師会 粟田口 淳子 

10 栃木市社会福祉協議会 赤羽根 則男 

11 公募による委員 公募委員 櫻岡 英之 

12 市長が必要と認めるもの 栃木市自治会連合会 大橋 正美 

 

任期：R2.11.26～R4.11.25（敬称略・順不同） 

 区 分 団 体 名 委 員 

1 市議会議員 栃木市議会 古沢 ちい子 

2 
学識経験を有する者 

公益社団法人成年後見センター・ 

リーガルサポートとちぎ支部 
井木澤 節子 

3 とちぎソーシャルケアサービス従事者協議会 大友 崇義 

4 

社会福祉 

関係団体の 

関係者 

栃木市ひとり親家庭福祉会 青木 世津子 

5 とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会 細川 正江 

6 
栃木市特別養護老人ホーム・ 

養護老人ホーム連絡協議会 
佐々木 剛 

7 栃木市民生委員児童委員協議会連合会 羽山 直克 

8 栃木市民間保育園連絡協議会 堀 昌浩 

9 医療、福祉、保健及び 

教育関係機関の関係者 

下都賀郡市医師会 粟田口 淳子 

10 栃木市社会福祉協議会 赤羽根 則男 

11 公募による委員 公募委員 福田 智 

12 市長が必要と認めるもの 栃木市自治会連合会 大橋 正美 
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７ 計画策定に係るアンケート調査 (概要) 

（1）在宅介護実態調査 

①調査の目的  

本調査は、「第８期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定にあたって「要

介護者の在宅生活の継続」という観点から、要介護者等の生活状況や介護保険サービスの利用

状況及び利用意向、介護者の介護離職の状況等を把握し、今後の介護保険施策や「介護者の就

労継続」等に有効な介護サービスの在り方を検討することを目的として実施しました。  

②調査方法  

市内在住の高齢者のうち、在宅で要介護認定を受けている方及び介護者の方を対象に調査を

行いました。  

③実施方法及び実施時期  

・実施方法：認定調査員等による聞き取り調査及び郵送によるアンケート調査  

・実施時期：令和元年 11 月１日～令和２年５月 31 日  

④回収状況  

・回答数 705 件  

（厚生労働省による目安：人口 10万人以上の自治体は概ね 600 件とされています） 

 【集計結果と分析】 

ここでは、在宅生活の継続が困難となる限界点（在宅限界点）の向上に向けて必要となる 

 支援・サービスを検討するために「在宅生活の継続」と「介護者不安の軽減」の２つの視点 

 から集計を行っています。 

介護者不安の側面から見た場合の、在宅限界点に影響を与える要素としては、「認知症状へ

の対応」が最も多く、次いで「外出の付き添い、送迎等」「夜間の排泄」という結果が得られ

ました。また、訪問系サービスを頻回に利用しているケースでは、「認知症状への対応」や

「夜間の排泄」に係る介護者不安が軽減されるにしたがって「施設等検討割合」が低下する傾

向が見られました。 

    

（２）在宅生活改善調査 

①調査の目的 

本調査は、「第８期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定するため、現在

自宅等で生活している方で、現在のサービス利用では生活の維持が難しくなっている方の実態

を把握し、住み慣れた地域での生活の継続性を高めるために必要な支援やサービス等を検討す

ることを目的として実施しました。 

②調査方法 

市内の日常生活圏域ごとに抽出した居宅介護支援事業者を対象に調査を行っています。 

③実施方法及び実施時期 

・実施方法：郵送配布、郵送回収  

・実施時期：令和元年 12 月 19 日～令和２年１月 30 日 

④回収状況 

  ・発送事業所数：29 事業所 ・回収事業所数：29 事業所 ・回収率：100％ 
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【集計結果と分析】 

市内で、過去 1年間で、自宅等で暮らせなくなった人（住み慣れた地域で暮らすことができ

なくなった人）は、135 人で、家族と同居（※夫婦のみ世帯、単身の子どもと同居世帯除く）

で要介護３以上の人の割合が多くなっています。 

要介護３以上の人の在宅での生活の維持が難しくなっている理由は、「夜間の排泄」や「入

浴」などの「身体介護に対する不安・負担量の増大」や「家族等の介護等技術では対応が困

難」となっています。「認知症の症状の悪化」理由の人の具体的な内容は「1人での外出が困

難」「家事に支障がある」などが理由となっています。 

これらの生活改善に必要なサービスは「特別養護老人ホーム、グループホーム、ショートス

テイ、定期巡回サービス」と回答しており、このようなことを踏まえながらサービスの充実を

図ります。 

 

（３）居所変更実態調査 

①調査の目的 

本調査は、「第８期栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定するため、過去

１年間で施設・居住系サービスから居所を変更した方の実態を把握し、施設・居住系サービス

での生活の継続性を高めるために必要な機能等を検討することを目的として実施しました。 

②調査方法 

市内の日常生活圏域ごとに抽出した施設系・居住系サービス事業所を対象に調査を行ってい

ます。 

③実施方法及び実施時期 

・実施方法：郵送配布、郵送回収  

・実施時期：令和元年 12 月 19 日～令和２年１月 30 日 

④回収状況 

・発送事業所数：40 事業所 ・回収事業所数：39 事業所 ・回収率：97.5％ 

【集計結果と分析】 

市内の特別養護老人ホーム 94.5％、地域密着型特別養護老人ホーム 70.8％、グループホー

ム 49％が看取りまでしています。 

居所を変更した理由は「医療的ケア・処置の高まり」のためであり、医療ニーズへの対応が

必要なことがわかりました。 

市では、要介護者が、住み慣れた地域で暮らし続けるために、看取りまで行う施設の充実を

図ると共に「医療的ケア・処置の高まり」に対応できる医療系のサービスも充実させていきま

す。 
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８ 用語解説（50 音順）  

い ○医療療養病床 

長期にわたり療養を必要とする慢性期の患者を対象とする病床のうち医療保険が適応され

る療養病床。  

  

か ○介護予防 

高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ（発生を予防する）、または要介護状態

にある高齢者の状態が悪化しないようにする（維持・改善を図る）ことで、高齢者本人の自

己実現の達成を支援すること。  

  

○介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村が介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的に行えるよう、2011(平成 23)

年の介護保険制度の改正において創設された事業。地域の実情に応じて、住民等の多様なマ

ンパワーや社会資源の活用等を図りながら、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等を、市町村の判断・創意工夫により、総合的

に提供することができる事業である。  

  

○介護予防・生活支援サービス 

介護予防・日常生活支援総合事業で行うサービスのこと。主な内容として「予防サービ

ス」「生活支援サービス」「ケアマネジメント」について総合的に実施するもの。  

「予防サービス」では、訪問型サービス、通所型サービス等のうち市町村が定めるサービ

スを行う事業とする。  

「生活支援サービス」では、①栄養の改善を目的とした配食を行う事業 ②自立した日常

生活を支援することを目的とした定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う事業 ③その他

地域の実情に応じつつ、予防サービスに係る事業と一体的に行われることにより、介護予防

及び地域における自立した日常生活の支援に資する事業（地域の実情に応じて、市町村にお

いて独自に定めるものであり、複数のサービスを実施することが可能）のうち市町村が定め

るサービスを行う事業とする。  

「ケアマネジメント」では、介護予防を目的として、予防サービスに係る事業、生活支援

サービスに係る事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を

行う事業とする。  

  

○介護療養病床 

長期にわたり療養を必要とする慢性期の患者を対象とする病床のうち介護保険が適応され

る療養病床。  
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き ○キャラバン・メイト 

市町村や職域団体などと協働で、地域の住民、学校、職域等を対象に認知症に関する学習

会（認知症サポーター養成講座）を開き、講座の講師役となって認知症サポーターの育成を

行うボランティア。  

  

○共助 

社会保険のような制度化された相互扶助。例えば、介護保険等。  

  

○居宅介護支援 

在宅サービス等を適切に利用できるように、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を受

けて、利用するサービスの種類、内容等利用者にふさわしい介護サービス計画（ケアプラ

ン）を作成すると共に、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行う介護サービス

のこと。  

  

○協議体 

生活支援・介護予防サービスの体制整備を図るため、市町村が主体となり設置する会議を

いう。地域における生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、情報共有及び連携

強化の場として、中核となるネットワークである。  

 

け ○ケアマネジメント 

社会生活を送っていく上で、個人やその家族の努力だけでは解決できないような課題に直

面した人を発見することから始まり、その人がその人らしく生きていくための生活課題（ニ

ーズ）を明らかにし、そのニーズと合致する適切なサービスを結びつけて行くことととも

に、そのサービスが機能してその人の生活の質が高まるように継続的にサポートしていく一

連の過程。  

  

○軽度生活援助員派遣（事業） 

概ね 65 歳以上のひとり暮らし又は高齢者世帯の自立した生活を支援するため、草取りや

植木の剪定等軽易な日常生活の援助をするサービスのこと。（ただし、訪問介護の対象とな

るサービスを除く）  

     

○軽費老人ホーム 

60 歳以上（夫婦の場合は、どちらか一方が 60歳以上）の方で、身の回りのことは自分で

対処することができるが、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことに不安があ

り、身寄りのない人または、家庭の事情等によって家族との同居が困難な方が入所する施

設。  
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○権利擁護 

自己の権利を表明することが困難な寝たきりの方や認知症の方、障害者等の権利や意思表

示を支援し代弁すること。  

  

こ ○コーホート変化率（要因法） 

将来人口を推計する方法の１つ。同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団（コーホ

ート）について、「自然増減（出生と死亡）」及び「純移動（転出入）」という２つの「人口

変動要因」の将来値をそれぞれ仮定し、それに基づいて将来人口を推計する方法。  

  

○後期高齢者 

75 歳以上の高齢者のこと。  

  

○互助 

インフォーマルな相互扶助。例えば、近隣の助け合いやボランティア等。  

  

さ ○サービス付き高齢者向け住宅 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により、平成 23年 10 月に創設された介

護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅のこ

と。  

  

○在宅医療 

病気・障害などで通院が困難な方、退院後の在宅ケア・健康管理が必要な方、在宅で暮らしな

がら療養・終末期を過ごしたい方に対して、医師・看護師等が定期的に自宅に訪問し、対象者の

生活に必要な医療機器の管理や、検査、診察などを計画的に行う「訪問診療」、患者の求めに

応じて診療に行く「往診」等がある。  

  

○在宅老人短期入所事業 

概ね 65 歳以上の介護保険認定外の方で、自宅での生活が困難な高齢者に対し、一時的に

養護老人ホーム等施設において短期宿泊サービスを提供するもの。  

  

○前期高齢者 

65～74 歳の高齢者のこと。 
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し ○社会資源 

人々の生活の諸要求の充足や問題解決のために使われる各種の施設、制度、機関、知識や

技術などの物的資源、人的資源を総称していう。  

インフォーマルな分野に「家族、親戚、近隣、友人、ボランティアなど」、フォーマルな分

野に「行政、社会福祉法人、医療法人、企業、ＮＰＯ、介護支援専門員など」、中間的なもの

に「地域の団体や組織」がある。  

  

○若年性認知症 

18 歳以上、65 歳未満で発症する認知症の総称。65 歳以上で発症する老人性認知症と同様

に、脳血管障害やアルツハイマー病などによってもの忘れ、言語障害などの症状が現れる。  

  

○シルバーハウジング 

公営住宅等において、ひとり暮らし又は高齢者世帯の方が自立して安全かつ快適な生活を

営むことができるよう、住宅施策と福祉施策の密接な連携の下に、サービスが受けられる住

宅。  

  

せ ○成年後見制度 

成年後見制度は精神上の障害（知的障害、精神障害、認知症等）により判断能力が十分で

ない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を

付けてもらう制度。  

  

 ○生活支援コーディネーター 

地域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を図るため、地域のニーズや

サービスなどの現状を把握し、サービス事業者への協力依頼や開発、関係者のネットワーク

（コーディネート機能）などを行う者をいい、地域支え合い推進員ともいう。 

  

 そ ○相対的貧困率 

国民生活基礎調査における相対的貧困率は、一定基準（貧困線）を下回る等価可処分所得

しか得ていない者の割合をいう。貧困線とは、等価可処分所得（世帯の可処分所得（収入か

ら税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入）を世帯人員の平方根で割って調整した

所得）の中央値の半分の額をいう。 

 

た ○第１号被保険者 

市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者。 
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○第２号被保険者  

市町村の区域内に住所を有する 40歳以上 65 歳未満の医療保険加入者。 

 

○団塊の世代  

第１次ベビーブーム期(1947 年～1951 年)に生まれた世代。 

  

ち ○地域会議 

地域に関わる住民自ら地域について考え、協力して、地域の共通課題の解決を図ることを

目的とする会議をいう。  

  

○地域ケア会議 

高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を同時に進め、地域包括ケ

アシステムの実現を図るための会議をいう。そのため、５つの機能（個別課題解決機能、地

域包括支援ネットワーク構築機能、地域課題発見機能、地域づくり資源開発機能、政策形成

機能）が連携し、有機的に構築される。本市においては、栃木市地域包括ケア会議と称し、

推進会議と個別ケア会議を置くものである。 

 

○地域支援事業 

要支援・要介護になる可能性のある高齢者を対象に、要支援・要介護状態になることを防

止するためのサービスや、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた地域で自立

した日常生活を営むことができるよう支援するための事業。介護予防事業、包括的支援事

業、任意事業で構成される。  

  

と ○特定施設入居者生活介護適用施設 

特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入所している要介護者に、入浴・排泄・食事等

の介護、その他の日常生活上の世話・機能訓練・療養上の援助を行うもの。対象となる施設

は、有料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス）等である。  

  

○特別養護老人ホーム 

常時介護が必要であり、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に、入浴・排

泄・食事等日常生活上の介護や機能訓練・健康管理上の援助を行う施設。  

  

に ○日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域で、安心していつまでも暮らせるよう、人口・生活区域・生活形

態・地域活動等を考慮して市町村が設定する区域をいう。中学校区を基本単位として、概ね

30 分以内に必要なサービスが提供される区域で設定する。  
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○認知症カフェ 

認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集う場。 

 

  ○認知症グループホーム 

比較的安定した認知症の状態にある要介護（要支援）者が、共同生活を営む住居で、入

浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練等を受ける介護サービスのこ

と。  

  

○認知症ケアパス 

認知症の人とその家族が、地域の中で本来の生活を営むために、認知症の人と家族及び 

地域・医療・介護の人々が目標を共有し、それを達成するための連携の仕組みのこと。  

  

○認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、地域で暮らす認知症の人や家族の手助けをする人のこと。 

養成講座を受ければ誰でもなることができる。  

   

○認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）【参考】認知症の人の将来推計について 

生活習慣病（糖尿病）の有病率が認知症の有病率に影響することが分かったことから、 

①各年齢層の認知症有病率が 2012 年以降一定とした場合、②各年齢層の認知症有病率が 

2012 年以降も糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定した場合の２通りの将来推計人数

と率を平成 27 年１月に厚生労働省が公表したもの。  

  

○認知症地域支援推進員 

認知症に関する専門的知識及び経験を有する者で、国で定める認知症地域支援推進員研修

を修了した者をいい、地域包括支援センター等に配置される。  

医療機関、介護サービス事業所及び地域の関係機関をつなぐコーディネーターとして医療

と介護の連携強化や認知症施策の企画調整、認知症の人やその家族を支援する役割などを担

う者をいう。  

  

は ○はつらつセンター事業 

本市では、家に閉じこもりがちな高齢者の生きがいや、健康で元気に生活していただくた

め、地域における団体に運営経費の一部を助成する介護予防事業を行っており、その事業の

名称をいう。  

  

○配食サービス事業 

65 歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯等で、食材の確保・調理が困難な方に対

し、健康保持と福祉の増進を図るため、昼食弁当を宅配し、併せて安否の確認を行う事業。  
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ひ ○避難行動要支援者 

    高齢者、乳幼児など特に配慮を要する人を「要配慮者」といい、そのうち、災害が発生

し、または災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な者で、その円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。  

  

ふ ○フレイル 

健康な状態から要介護状態へ移行する中間の段階をいう。 

  

ま ○ますます元気サポーター 

本市では、高齢者の健康づくり・介護予防活動におけるボランティアの育成を行ってお

り、そのボランティアの名称をいう。  

  

ゆ ○有料老人ホーム 

主に民間の企業によって運営されており、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助

事業を行う住居等でないものをいう。介護付（介護や食事等のサービスが付いた高齢者向け

の居住施設）・住宅型（食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設自らは介護

保険制度による介護サービスの提供はなし）・健康型（食事等のサービスが付いた高齢者向

けの居住施設。 介護が必要となった場合、契約を解除し退居することが前提。）の３つのタ

イプがあり。概ね 65 歳以上で、自立の方から要支援、要介護の方まで幅広く入居すること

ができる(「健康型」を除く)。また、空室があればすぐに入居することができる施設。  

  

よ ○養護者 

高齢者を養護する者。高齢者の家族、親族、同居人等がそれにあたる。 

 

 ○養護老人ホーム 

環境上の理由及び経済的理由により、自宅において生活することが困難な高齢者が市町村

長の措置により入所する施設。  

  

○要支援・要介護認定者 

要支援認定者とは、身の回りのこと（身支度・洗濯・買い物等）ができないなど日常生活

に支障があり、要支援１または要支援２に該当する状態（要支援状態）にある 65 歳以上の

人。または、政令で定められた特定疾患(末期癌・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・脳血

管疾患・慢性閉塞性肺疾患など)が原因で要支援状態にある 40 歳以上 65 歳未満の人。  

要介護認定者とは、身体または精神上の障害により入浴・排泄・食事など日常生活の基本

的な動作について継続して介護を必要とし、要介護１から５のいずれかに該当する状態（要

介護状態）にある 65 歳以上の人。または、政令で定めた特定疾患が原因で要介護状態にある

40 歳以上 65 歳未満の人。  
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    ○予防給付 

要支援と認定された被保険者に提供される介護保険上のサービスのこと。  

 

ろ ○老人保健施設 

介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管

理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーシ

ョン、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設。  

  

○老人保護措置事業 

老人福祉法第 11条第１項に基づき、環境上・経済的理由等により、居宅での養護、また

は介護が困難な方に対して養護老人ホーム等への入所措置を図ることで、虚弱高齢者等また

はその家族の生活の安定を図るもの。  

  

Ａ ○ＡＣＰ（アドバンスケアプランニング） 

意思決定能力が低下する場合に備えて、前もって現在の病気だけではなく、今後の医療や介護

についてあらかじめ話し合っておく取組のこと。 

 

Ｉ ○ＩＣＴ 

「Information and Communication Technology」の略で、情報通信技術のこと。 

 

Ｐ ○ＰＤＣＡサイクル 

Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）を繰り返すことによって、業務

を継続的に改善していく手法のこと。 
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