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主な施策の見直し及び新規事業
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☞ 個別施策 元気高齢者健やかサロン事業の見直し
・「孤食を防ぐことによる介護予防」「健康状態を自ら把握することによる介護予防」機能を強化するこ
とを目的に食事会奨励金及び介護予防奨励金を設け、研修等助成費を廃止した。
・活動交付金については、食事会奨励金及び介護予防奨励金の新設に伴い、サロン開催１回につき2,500
円から2,000円に変更する。（年24回上限）ただし新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み令和3年度は
2,500円を交付することとした。

≪進捗状況≫ 9月末実績
・申請団体 ：194団体 （参加登録者 2,631名）
・開催サロン ：1期 172団体 2期 164団体
・食事会実施サロン ：1期 17団体 2期 10団体
・介護予防実施サロン：1期 105団体（1,164名分） 2期 31団体（313名分）

☞ 食事会奨励金の課題

・食事会奨励金については、サロンで食事を作って食べることを条件としていたが、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、会食の実施が困難となったため作ったものを持ち帰ることも可能とした。しか
し、コロナ禍ということもあり、実施団体は少なくなっている。

・介護予防奨励金については、①自ら健康状態を把握すること、②フレイル傾向に陥っている高齢者を
早期発見し、専門職に繋げることで早期のうちに状態の回復を図ることを目的とし、フレイルチェック
シートの提出枚数に応じて奨励金を交付するとしていた。しかし、目的の周知が行き届いていないため、
自己の健康チェックで完結し、地域での早期発見につながらなかった。また提出枚数に固執することに
なってしまった。
・来年度に向けては介護予防に関する出前講座の受講数（年2回上限）に応じて奨励金を交付するよう変
更する。
・フレイル傾向にある高齢者への対応については個人へのアプローチが難しいため、対象者の多いサロン
団体に出向きフレイルについての講話やフレイルチェックを行う対応とする。

☞ 介護予防奨励金の課題
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☞個別施策 コロナ禍における地域支え合い活動の見直し

・新型コロナウイルス感染の流行により、支え合い活動を含む各地域活動における通いの場での食事会及
びカフェ等の活動を中止せざるを得ない状況に陥った。（※1）

・居場所づくりを通した直接住民が触れ合う❝つながり❞の分断やそれを支える各活動スタッフ間のモチ
ベーション低下等の不安が活動団体から声があがった。

・食事会、カフェの代替活動として、弁当のテイクアウト食事会及び見守り・声かけ支援の実施。
・地域支援の情報連携ツールとして地域づくり・支え合い活動の地域組織の共通Webサイト❝国東つなが
る暮らし❞の開設した。（※2）

・共通Webサイトの更新としてその活動紹介をインスタグラムにて投稿している。多くのスタッフが気
軽に投稿できるように高齢者向け❝スマホ教室❞の開催が始まった。

☞ 支え合い活動の課題

・通いの場での食事会やカフェの中止
・情報共有や地域課題の解決をする場である❝寄ろう会❞の中止
・新規立ち上げ目標地区（６地区）の介入及び支援が困難になり立ち上げに至っていない

≪進捗状況≫
（1）地域の支え合いをはぐくむ取組みの充実
・住民主体による生活援助（掃除・洗濯・買物代行等）や外出支援（通いの場への送迎、買物や通院等）
の生活支援を行う団体に助成事業（ちょいかせ）を実施（※3）

・コロナ禍においても地域支え合い活動ができるテイクアウト食事会を通いの場の再開まで当分の間助成
（2）効果的に地域支援を行う体制整備
・健康づくりや地域づくりを担当する庁内関係課との「地域コミュニティ庁内連携会議」の実施と充実
・生活支援と地域活性との連携をコーディネートする「地域支援サポーター」を３名配置（※4）

☞ ウィズコロナ：コロナ禍でもできる取組み
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※３-１※２
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※４※３-２
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☞ 個別施策 1 効果的な介護予防マネジメント支援の推進

リハ職等の介入を促進する心身機能改善を目的とした短期集中的な通所型サービス及び訪問型サービスの効果的な事業を
見直し。また、令和3年6月より訪問型サービスを3種類に、通所型サービスを2種類に改変。

≪進捗状況≫
・実施事業所名：健康堂デイサービスセンター、デイサービスセンターむさし苑
・開始時期 ：令和3年10月
・実利用人数 ：25人（健康堂10人、むさし苑15人）

☞ 個別施策 2 介護予防・日常生活総合支援事業（サービス事業）の効果的な事業運営

・事業対象者や要支援者に対して効果的な介護予防ケアマネジメントを実施するため、リハ職が介護支援専門員と同行訪
問し、アセスメント支援を行う

≪進捗状況≫
・協力事業所名 ：あおぞら病院、社会福祉法人 安岐の郷、

ウェルハウスしらさぎ
・導入時期 ：令和3年10月～
・同行訪問回数 ：8回 10月13日、11月11日

11月22日、12月10日
12月15日、12月16日
12月17日、12月24日

≪今後の取り組み≫
・リハ職の協力者を増やしていくため、事例発表
会（ＺＯＯＭ会議）を2月中に行い、令和4年度
からの支援体制の拡大を図る
・市内で勤務するリハ職の連携強化に向けた協議
会の立ち上げを行う
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☞ 個別施策 3 介護予防・日常生活総合支援事業（サービス事業）の効果的な事業運
営

 

事前にリハ職が同行訪問によりアセスメントを行うことで、効果的なケアマネジメン
トや、利用者本人にとってより適切なサービスにつなげていけている。課題として、
同行訪問に対応可能なリハ職の人数があげられる。
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☞ 個別施策 1 中核機関の設置

・必要な人が、本人らしい生活を守るための制度として
成年後見制度を利用できるよう、各地域における相談
窓口を整備するとともに、権利擁護支援の必要な人を
発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組
みを「地域連携ネットワーク」といい、「チーム」

「協議会」「中核機関」で構成。
・「チーム」とは、協力して日常的に本人を見守り、本
人の意思や状況を継続的に把握し、必要な対応を行う
仕組み。

・「協議会」とは「チーム」に対し、法律・福祉の専門
職団体や関係機関が適切なバックアップを行う体制つ
くりを勧める合議体。

・「中核機関」とは、「地域連携ネットワークの中核と
なる機関」であり、地域連携ネットワークが、地域の
権利擁護の４つの機能（①広報、②相談 ③制度利用
促進、④後見人支援）を果たすように主導する役割。
また、専門職による専門的助言等の支援を確保する。
国基本計画において、市町村が整備し、その運営に責
任を持つこととなっている。

≪進捗状況≫
・現在、「広報機能」「相談機能」「成年後見制度利用促進機能」を担っている、「くにさき半島地域成
年後見支援センター」に、中核機関としての役割を担ってもらえるように、関係機関と協議中。

・令和４年４月１日設置を目標とする。
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☞ 個別施策 1 認知症の人やその家族を支え合える地域づくり

≪新規：認知症高齢者等見守りキーホルダー事業≫
・認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等に対し、キーホルダー及びステッカーを交付する
ことで、外出時において困っている高齢者等の発見時に迅速な身元確認及び安全確保を図る。

≪進捗状況≫
・開始時期：令和3年4月1日から
・対象者 ：認知症高齢者等見守り・あんしんネットワーク事業に事前登録している者

又は 事前登録者以外で認知症等により行方不明となるおそれのある者
・配布者数：34人（令和3年12月末現在）

☞ 個別施策 2 認知症への理解を深めるための普及啓発の促進

・認知症サポーターステップアップ講座を開催し、地域で活動できる認知症サポーターを養成する。

≪進捗状況≫
・開催時期：令和4年1～2月に実施
・開催回数：1講座全3回
・対象者数：10名程度

☞ 個別施策 3 認知症高齢者等個人賠償責任保険(新規）

・認知症の人やその家族が地域で安心して生活することができる環境を整備するため、公的救済制度を計
画する。

≪進捗状況≫
・開始時期 ：未定（令和4年度当初予算に計上予定）
・加入対象者：認知症高齢者見守り・あんしんネットワーク事業に事前登録している者

≪今後の取組≫
・認知症の基礎知識や関わり方や対応、本人や家族の思い等
について理解を深めてもらい、認知症カフェや地域での声
かけ・見守り、外出支援など地域での支援活動へつなげる。
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☞ 個別施策 緊急通報システムの見直し

・利用に係る設置基準を明確にし、必要な人が利用できるように推進する。これまで、固定電話がないた
めに設置できずにいた方々や、難聴や認知機能の低下により会話が難しい方でも利用できるような機器を
新規に導入し、推進する。

≪進捗状況≫
・導入予定機器 ：携帯型端末、見守りセンサー（TVと接続し、利用状況を確認して異常を検知する）
・対象者 ：固定電話の回線を持たない方（利用者負担あり）

：見守りセンサー（聴覚障害による身体障害者手帳保持者）
・導入開始時期 ：令和４年4月（当初予算に計上予定）
・導入予定数 ：必要数

家電製品の使用時間を検知し、一定時間の連続使用・未使用の
“異常時のみ”をお知らせするシンプルなサービスです
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☞ 個別施策 1 避難確保計画の取組状況

・高齢者福祉施設等に対し、避難組織体制、要援護者の対応、避難ルートの確保、備蓄状況等を目的とし
た避難確保計画の作成、提出を求めています。

・高齢者福祉施設等の管理者に対し、避難確保計画に係る説明会を総務課防災係と連携し実施します。

≪進捗状況≫
・要配慮者利用施設における洪水・土砂災害時の避難確保の作成及び避難訓練の実施についての説明会

令和2年11月30日 アストくにさき アグリホール
・洪水・土砂災害警戒区域内に立地されている高齢者施設数１２施設⇒提出施設６施設
・総務課防災係と連携し、医療・福祉・介護等の関連施設を担当している関係課と情報共有を行う

☞ 個別施策 2 感染症対策への支援

・市が感染防止服等を一括購入し、高齢者福祉施設や住民主体の通いの場に支給し、施設等での感染症を
予防する。

・コロナ禍により外出自粛等の影響で、活動量や心身機能の低下が懸念される高齢者に対し、介護予防の
観点から啓発用リーフレットを作成し、民生委員の見守り活動を通じて配布をお願いし、啓発を行う。

・新型コロナウイルスワクチン接種するための移動手段を確保することが困難な高齢者を支援するため、
タクシー利用券を配布し、高齢者等へのワクチン接種が迅速に実施できる体制を確保するため、タク
シー運賃の全部または一部を助成する。

≪進捗状況≫
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防防止服等支給事業：市内介護ｻｰﾋﾞｽ事業所、地域支え合い活動団体に配布

感染予防服、ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ、手袋、非接触式温度計、N95ﾏｽｸ【事業費6,115千円】
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防啓発事業：独居高齢者、高齢者夫婦のみ世帯、地域ｻﾛﾝ等へ8,200枚配布

ﾘｰﾌﾚｯﾄ内容「ﾌﾚｲﾙ予防」「ﾊﾞﾗﾝｽの取れた食生活」「口腔ｹｱ」「熱中症予防」【事業費921千円】
・高齢者等新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種送迎支援事業：利用世帯＝483世帯【事業費3,637千円】 13



☞ 個別施策 1 介護人材確保・定着・育成支援事業

・介護人材の確保・定着・育成を目的とし、市内の介護サービス事業所等に就職した方に対し、奨励金を
交付する。令和３年度から、事業の対象者に介護支援専門員を加え、事業の拡充を図る。

≪進捗状況≫（令和4年1月時点実績）
・就職奨励金 ：20名 ・新卒者・有資格者就職奨励金 ：4名
・訪問介護員就職奨励金：0名 ・居宅介護支援専門員就業奨励金：1名
・キャリア形成奨励金 ：18名

☞ 個別施策 2 介護の入門的研修
・多様な人材が介護を知る機会とするとともに、介護分野で働くことの不安を払拭できるよう、介護に関
する入門的研修を実施する。

≪進捗状況≫
・委託事業所 ：ケアサポート学院大分校
・実施時期 ：令和3年10月1日～29日の毎週金曜日（計4回）
・受講（修了）者数：13名

☞ 個別施策 3 介護のフォトコンテスト
・介護の魅力やすばらしさを発信するため、「笑顔、ふれあい、優しさ、喜び」をテーマに、介護現場の
一風景や地域で暮らす高齢者夫婦の日常生活を撮影した写真を募集するフォトコンテストを開催（※５）

≪進捗状況≫
・テーマ：『いい日いい日・いい夫婦の日』写真展～「笑顔、ふれあい、優しさ、喜び」私の好きなひとコマ～
・応募作品数 ：65作品
・展示場所 ：大分銀行（国見・安岐支店）、マルショク国東店、大分空港、国東市役所
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※５ 市報くにさき1月号
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☞介護職員等雇用状況実態調査

目 的：介護職員の雇用状況等の実態を把握し、不足する介護人材を確保するための方策を検討する
対象者：国東市内の介護保険施設及び居宅介護サービス事業所
期 間：令和3年10月25日～11月30日
回収率：100％（40事業所）※一体的にサービス提供している場合は本体施設でまとめて回答
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図表1 介護従事者の過不足状況
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図表2 介護従事者不足による介護サービスへの影響

影響あり21％

事業所
令和３年度調査 令和元年度調査

全体 うち正規職員 うち非正規職員 全体

介護職員 56 38 18 55

訪問系 9 1 8 9

通所系 9 7 2 10

施設・居住系 38 30 8 36

図表3 不足している介護職員の人数

16



☞ 整備方針 1 養護老人ホームの増床

・経済的な事情から自宅での生活や介護保険施設等の入所が困難な方や家庭環境や居住環境の悪化など
で、住む場所に困っている方の住み替え先を増やすため、養護老人ホームの増床を推進する。

≪進捗状況≫
・増床先及び法人名：養護老人ホーム松寿園・社会福祉法人安岐の郷
・増床予定時期 ：令和4年度中
・増床数 ：3床

☞ 整備方針 2 緊急避難用の居室の確保

・災害や虐待等の緊急時に一時的に自宅での生活が困難となる高齢者等の緊急避難用の居室を確保する。

≪進捗状況≫
・確保先及び法人名：養護老人ホーム松寿園・社会福祉法人安岐の郷
・整備予定時期 ：令和4年度中
・整備（居室）数 ：1居室

☞ 整備方針 3 有料老人ホーム等の普及促進

・住まいの安定した供給体制を整備するため有料老人ホーム等の高齢者向け住宅が、民間事業者により整
備できるよう、普及促進を図る。

≪進捗状況≫
・新設法人名 ：医療法人メディケアアライアンス
・新設予定時期 ：令和5年4月
・整備（居室）数 ：1施設 40床
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サービス類型 サービスの名称 整備内容

1．地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

1箇所
1箇所

進捗状況

・公募期間 令和3年10月1日～11月30日
・公募内容 公募する圏域は全圏域とするが、地域バランスを考慮し、サービスが未整備の武蔵圏域・国東圏域・
安岐圏域の海岸部に整備する法人を優先とする。

・公募結果 応募なし → 令和4年度も引き続き公募を実施する。

☞ 整備方針

2．介護保険施設 介護医療院 1施設（6床分）

進捗状況

・未整備（介護療養型医療施設からの転換分）

3．特定施設 特定施設入居者生活介護 1施設（30床以下）

進捗状況

・整備についての経緯と方針
第8期計画にて整備予定の当該居住系サービスは、第7期で計画に盛り込んだ同サービス（1施設：38床分）が、
令和4年4月にずれ込む予定となったため、サービスの入居状況や給付費を見込むことができない状況になった。
同サービスについては、サービスの需要量と介護サービス全体の給付費の動向を策定委員会で確認したうえ、第
8期計画に盛り込んでいる整備量を追認する予定だったが、その作業が困難となった。
このことは、第8期計画にて整備予定の法人の責任ではないこと。総給付費は、推計値に達していないことを鑑
み、今回の策定委員会で当該サービスの整備計画については、追認することなく計画に盛り込んでいる整備量で
推進する。（1施設：30床）
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