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介護保険特別会計〔保健福祉部 介護福祉課 所管〕 

 

１．概 要 

全国的に高齢化社会が本格化する中で，高齢化率が高くなるこれからの時代は，まさに高齢者が

中心となって社会を動かす時代であるといえる。一方では，核家族化が進み，高齢世帯が増加する

とともに，家族と同居していても日中独居など，家庭における介護力が低下していくといった状況

も予想される。 

このような高齢者の社会活動や介護の課題に応えるため，平成 30年度から平成 31年度を計画期

間とする「第 7期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を平成 30年 3月に策定した。 

平成 29年度の保険給付費は 2,834,964千円となった。 

 

２．歳入の状況                    

                     （単位：千円，％） 

款 項 29年度 構成比 28年度 構成比 増減額 増減率 

保険料 介護保険料 846,102 24.8 803,770 23.9 42,332 5.3 

使用料及び手数料 手数料 52 0.0 52 0.0 0 0.0 

国庫支出金 524,411 15.4 589,128 17.5 △64,717 △11.0 

 国庫負担金 508,378 14.9 578,170 17.2 △69,792 △12.1 

 国庫補助金 16,033 0.5 10,958 0.3 5,075 46.3 

支払基金交付金 支払基金交付金 813,860 23.9 779,841 23.2 34,019 4.4 

県支出金  416,142 12.2 468,526 13.9 △52,384 △11.2 

県負担金 407,135 12.0 463,047 13.7 △55,912 △12.1 

県補助金 9,007 0.3 5,479 0.2 3,528 64.4 

財産収入 財産運用収入 251 0.0 186 0.0 65 34.9 

繰入金  565,817 16.6 542,630 16.1 23,187 4.3 

他会計繰入金 565,817 16.6 542,630 16.1 23,187 4.3 

繰越金 繰越金 238,413 7.0 183,614 5.4 54,799 29.8 

諸収入 1,038 0.0 624 0.0 414 66.3 

 延滞金 96 0.0 148 0.0 △52 △35.1 

 雑入 942 0.0 476 0.0 466 97.9 

歳入合計 3,406,086 100.0 3,368,371 100.0 37,715 1.1 

 

３．歳出の状況 

                            （単位：千円，％） 

款 項 29年度 構成比 28年度 構成比 増減額 増減率 

総務費 173,259 5.2 172,005 5.5 1,254 0.7 

 総務管理費 140,438 4.2 137,816 4.4 2,622 1.9 

 徴収費 3,818 0.1 3,599 0.1 219 6.1 

 介護認定審査会費 28,768 0.9 30,257 1.0 △1,489 △4.9 

 趣旨普及費 235 0.0 333 0.0 △98 △29.4 

保険給付費 2,834,964 85.2 2,703,798 86.4 131,166 4.9 

 介護サービス費 2,595,980 78.1 2,448,415 78.2 147,565 6.0 

 介護予防サービス費 70,228 2.1 86,751 2.8 △16,523 △19.0 

 

高額介護サービス費 63,435 1.9 58,487 1.9 4,948 8.5 

高額医療合算サービス 7,184 0.2 8,076 0.3 △892 △11.0 

 特定入所者介護サービス等費 95,564 2.9 99,525 3.2 △3,961 △4.0 

 その他諸費 2,573 0.1 2,544 0.1 29 1.1 
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地域支援事業費 53,786 1.6 29,077 0.9 24,709 85.0 

 介護予防・生活支援サービス事業 19,466 0.6 0 0.0 19,466 皆増 

 一般介護予防事業費 22,207 0.7 18,295 0.6 3,912 21.4 

 包括的支援事業・任意事業費 12,073 0.4 10,782 0.3 1,291 12.0 

 その他諸費 40 0.0 0 0.0 40 皆増 

基金積立金 基金積立金 67,233 2.0 71,770 2.3 △4,537 △6.3 

諸支出金  196,514 5.9 153,309 4.9 43,205 28.2 

償還金及び還付加算金 172,121 5.2 127,568 4.1 44,553 34.9 

繰出金 24,393 0.7 25,741 0.8 △1,348 △5.2 

歳出合計 3,325,756 100.0 3,129,959 100.0 195,797 6.3 

 

４．収支の状況 

（単位：円） 

区           分 金         額 

歳 入 総 額                  3,406,085,755 

歳 出 総 額                 3,325,756,059 

歳 入 歳 出 差 引 額                 80,329,696 

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源  0 

実 質 収 支 額                 80,329,696 

 

５．保険料の収納状況 

（単位：円，％） 

項   目 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

介護保険料 864,328,198 846,102,056 3,453,500 14,772,642 97.9 

現年度分特別徴収保険料 757,864,600 758,306,200 0 △441,600 100.1 

現年度分普通徴収保険料 89,937,600 82,873,400 0 7,072,000 92.1 

滞納繰越分普通徴収保険料 14,418,198 2,978,656 3,453,500 7,986,042 20.7 

過年度分普通徴収保険料 2,107,800 1,943,800 0 164,000 92.2 

※ 現年度分特別徴収保険料の収入済額には，過誤納金還付未済額 441,600円を含む。 

現年度分普通徴収保険料の収入済額には，過誤納金還付未済額 7,800円を含む。 

 

 

６．保険給付の状況 

（単位：円，人，％） 

区  分 29年度 28年度 増減率 

保 険 給 付 費 2,834,963,964 2,703,797,889 4.9 

第 1 号 被 保 険 者 数  14,465 13,820 4.7 

1 人当たりの保険給付費 195,988 195,644 0.2 

 



決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　介護保険料賦課徴収事務であり，コスト削減にはなじまないが引き続き収納率の向上を図る。

99.17 98.8

　介護保険料は年金受給額が年間18万円以上の方は特別徴収となっている。現年度分の収納率は普通徴収と併せ
て例年98％を上回っている。

収納率 ％ 99

徴収金額（現年度分） 千円 676,575

（基準値）
指標名

99.13

国庫支出金

一般財源

地方債

県支出金

その他 3,599 3,818 219 事務費繰入金

797,989 840,730 1,018,746

平成28年度 平成29年度 平成33年度

（実績） （実績） （目標値）

　収納率の維持を目指し，普通徴収分の収納率の向上を介護保険グループ全体で目指した。まず電話による催告
を行い，長期にわたる滞納を未然に防ぐよう努めた。

　対象は，第1号被保険者（守谷市外にある特別養護老人ホーム等の介護保険住所地特例施設に転出した方も含
む）で，平成12年4月に施行された介護保険法により，市が行うことになった事務。介護保険料の適正な賦課，円
滑な納付を促し，収納率を高め，適正な制度の運用を図る。それにより，介護が必要になったときに，その能力
に応じ自立して生活できるようにするための介護給付が行えるようになる。

単位
平成26年度

01020101 介護保険料賦課徴収経費 501

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度

3,818 219

平成29年度 差 主な名称

事業費 3,599

その他 8,474 9,647 1,173 事務費繰入金

一般財源 148 96 △ 52 第1号被保険者延滞金

351 介護保険事務処理システム変更事業補助金

県支出金

地方債

01010101 一般事務費 499

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 8,622 10,094 1,472

国庫支出金 0 351

　システム導入等の必要な環境整備をし，効果的な事務の運営を行う。
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

その他 14,649 14,144 △ 505 事務費繰入金

国庫支出金

一般財源

県支出金

地方債

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 14,649 14,144 △ 505

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

平成26年度 平成28年度

01030201 認定調査経費 503

事務費繰入金

　介護認定審査会において，迅速かつ公正・公平な要介護等の審査及び判定を行い，市民の適切な介護サービス
の利用に繋げることを目的とする。

・更新認定の有効期間の上限を12か月から24か月とすることについて，改めて審査会へ周知し，適宜有効期間を
延長することで，次回以降の審査件数の減少へ繋がるようにした。
・模擬審査を通じた審査会適正化を検討していたが，実施には至らなかった。

　申請から30日以内に判定が行えた割合は5.7％から6.35％に増加した。これは平成28年度の途中から更新認定の
有効期間の延長を積極的に活用した効果で平成29年度の審査件数が減少したものと考えている。

・平成30年度から更新申請の認定有効期間が最大36か月となることは，今後の審査件数に影響するものと推測す
る。審査会の開催日数の調整等，状況に応じた判断を行う。
・平成30年度から審査会の二次判定を簡素化することができることとなり，守谷市における簡素化のルール作り
を行う。
・引き続き模擬審査の検討を行い，審査会の適正化に努める。

01030101

国庫支出金

503

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度

地方債

指標名 単位
平成29年度 平成33年度

事業費

14.70

介護認定審査会経費

審査件数に占める申請日から３０日
以内に判定が行えた割合

％ 23.50 5.70 6.35

差 主な名称

15,608 14,624 △ 984

一般財源

その他 15,608 14,624 △ 984

県支出金
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

4,852 4,852

　要支援認定者等（要支援認定者，基本チェックリストによる介護予防・生活支援サービス該当者）に対し，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の防止及び地域における自立した日常生活の
支援を実施することにより，一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し，活動的で生きがいのある
生活や人生を送ることができるようになる。

　平成29年度から介護予防・日常生活総合事業が開始され，守谷市においては事業者指定による訪問介護と通所
介護のみ実施している。平成29年度には，訪問型サービスＡ(緩和した基準によるサービス）導入に向けたシル
バー人材センターとの調整を行い，協力会員向けに研修会を開催し，サービス導入に向けた検討を行った。ま
た，通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）導入に向けた通所介護事業所（リハビリ特化型）等との情報共
有及び取組意向を確認した。

03010101 介護予防・生活支援サービス事業 515

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

3,594

その他 7,278 7,278 地域支援事業交付金　外

一般財源

（実績） （目標値）

介護認定審査件数 件 1,638 1,856

平成26年度

1,669 2,040

指標名 単位
平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　調査員を増員体制を整えたことで，迅速かつ適正に認定調査が行われている。

・認定調査票の内容確認を行う職員（非常勤含む）を養成し，調査票の完成速度を上げる。
・調査票の基本調査票をＯＭＲ様式（電算読み取り）にすることで，審査会資料作成事務の軽減を図る。

3,594 地域支援事業交付金（介護予防事業）

県支出金 2,246 2,246 地域支援事業交付金（介護予防事業）

地方債

事業費 17,970 17,970

国庫支出金

・認定調査員を1名増員し，体制整備を行った。
・認定調査の内容確認を行う業務を，認定担当以外の職員を含むグループ全員で行うことで調査票の完成速度を
上げた。
・認定調査票の特記事項の様式について，不要な項目の削除やレイアウトを変更することで1件当たりの枚数を削
減し，作業効率を上げるための調整を行った。（新様式は，平成30年度から運用開始予定。）

　介護認定審査会において要介護・要支援認定を審議・判定するための基礎資料を作成することを目的とする。
認定調査員を雇用し，訪問調査の体制を整備することで，迅速・適正な認定に結びついている。
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

　平成29年度中に要支援認定者等が，介護予防・日常生活総合事業に移行し，地域包括支援センター（委託も含
む）がケアプラン作成を行った。適切なサービスを提供できるために要支援認定者等のケアプランを作成するこ
とで，成果の維持を図る。

委託事業所作成プラン 件 305 269

（実績） （目標値）

包括支援センター作成プラン 件 79 145

　要支援認定者等（要支援認定者，基本チェックリストによる介護予防・生活支援サービス該当者）から依頼を
受けてケアマネジメントを実施することで，その心身の状況や置かれている環境その他の状況に応じて，その選
択に基づき，訪問型サービス，通所型サービス，一般介護予防事業等により提供されるサービスも含め，要支援
者等の状態等にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供される。

　平成29年度に新規又は更新認定を受けた要支援認定者等に対して，ケアプランを作成した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

その他 619 619 地域支援事業交付金　外

一般財源 398 398

県支出金 184 184 地域支援事業交付金（介護予防事業）

地方債

事業費 1,496 1,496

国庫支出金 295 295 地域支援事業交付金（介護予防事業）

　訪問型サービスＡを調整したが，平成30年度当初の導入には至らなかった。通所型サービスＣについても，平
成30年度に取組可能な事業所はなかった。事業所指定による訪問型サービス及び通所サービスと併せて，訪問型
サービスＡや通所型サービスＣ等多様なサービスが導入されることで，自立支援に向けた成果が向上する。

　要支援者等の生活支援ニーズに対して，多様なサービスを提供できる体制の構築に向けて，具体的な立案を行
う。地域のニーズや課題の把握については，生活支援コーディネーター等に対するヒアリング等を行い，事業所
における担い手の確保の状況や経営状況の把握については，サービス事業所へのヒアリング等を行う。平成30年
度以降に，訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）の導入ができるよう調整を行う。また通所型サー
ビスについては，平成30年度中に介護予防事業の全体構成を整理し，平成31年度以降の導入に向け計画する。

03010201 介護予防ケアマネジメント事業 515

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

訪問型サービス 件 251 271

通所型サービス 件 449 484

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）
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【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　要支援認定者等のニーズに対して，介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けるられるよう，市独自
や市民主体による多様な支援と，専門職が担うサービスを合わせたケアプランの作成を行う。

　3年ごとのニーズ調査以外は，65歳以上の高齢者全体を対象とした基本チェックリストの配布は，国の方針とし
て実施できないため，他の対象者把握方法を検討する。また，基本チェックリストだけでない対象者の把握方法
として，地域の民生委員や関係機関との連携を強化することで成果の維持を図る。

　今年度実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると，80歳を超えると介護保険を必要とする方が
急に増えるが，74歳以下では割合が少ない。
　平成30年度は，後期高齢者となる75歳と，増加が見込まれる80歳代に入る前の79歳に対象者を絞り，介護予防
事業や相談場所等の普及啓発をするため実施する。
　また，在宅介護支援センターや保健センター，民生委員から高齢者に関する情報を得られるように積極的に連
携を図っていく。

65歳以上の高齢者数 人 12,289 13,151 13,823 15,321

基本チェック等の結果，特定高齢者となった割合 ％ 30.00 18.80 41.16 30.00

一般財源 376 283 △ 93

　65歳以上の高齢者の中から要支援・要介護状態になる恐れのある虚弱な高齢者を把握し，介護予防活動へつな
げる。

　3年ごとの守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成のため，介護予防日常圏域ニーズ調査（ニーズ調査）
から対象者を抽出した。
　アンケート以外の把握については，熱中症訪問時の在宅介護支援センターや民生委員からの情報や総合相談の
内容から，介護予防が必要な方を把握した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

地方債

その他 690 424 △ 266 地域支援事業交付金　外

国庫支出金 426 209 △ 217 地域支援事業交付金（介護予防事業）

県支出金 213 131 △ 82 地域支援事業交付金（介護予防事業）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,705 1,047 △ 658

03020101 介護予防把握事業 515
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

その他 6,164 125 △ 6,039 地域支援事業交付金　外

一般財源 3,312 36 △ 3,276

県支出金 1,882 17 △ 1,865 地域支援事業交付金（介護予防事業）

地方債

事業費 15,122 205 △ 14,917

国庫支出金 3,764 27 △ 3,737 地域支援事業交付金（介護予防事業）

　サロンやシニアクラブに出前講座をPRしたことで，開催回数が伸び，認知症等の普及啓発の推進につながっ
た。現状の出前講座ではそれぞれの職種がテーマ毎に単発で行っているが，今後多職種が1つのテーマについてそ
れぞれの視点から講座を実施することで，より成果を上げられる。

　市民ニーズや課題から認知症，栄養，口腔等に関する啓発のための講座やイベントなどを通じ，介護予防事業
を強化していく。
　第7期計画を作成するにあたり，女性の場合は整形疾患や認知症から介護保険の申請をしている方が多いことが
明確となり，フレイル予防や認知症についての講座を検討する。

03020103 地域介護予防活動支援事業 517

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

講演会・出前講座等の開催回数 回 88 59 79 70

講演会・出前講座等の参加者数 人 1,354 1,019 1,270 1,200

　介護予防に関する知識を普及させることにより，市民が要介護状態にならないよう自発的に介護予防の意識を
もって行動できるようになる。

　サロンやシニアクラブで出前講座を継続的に実施した。今年度実施した各公民館での出張相談や商工会祭りな
どのイベントで，もの忘れ評価支援システム機器を用いながら，認知症について知識の普及啓発を行った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 753 15,414 14,661

地域支援事業交付金（介護予防事業）

県支出金

一般財源 166 4,162 3,996

03020102 介護予防普及啓発事業 515

94 1,926 1,832 地域支援事業交付金（介護予防事業）

地方債

その他 305 6,243 5,938 地域支援事業交付金　外

国庫支出金 188 3,083 2,895
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

　地域介護予防活動支援事業の内容を見直した結果，参加者が増加した。参加者が増え，そこで得た知識を家族
や友人に伝えることで，地域がより健康的なる。また，サロン世話人やボランティアへの支援が，サロンの質の
向上につながる。

（実績） （目標値）

指導者打合せ回数 回 1 1 1 1

介護予防事業数 事業 5 5 5 5

　要支援・要介護状態になるおそれのある虚弱な高齢者に対する介護予防事業の予防効果を検証し，より効果
的・効率的な介護予防事業にする。

　茨城県版介護予防プログラムと障がい調整健康余命から，守谷市として特徴的な結果は見らなかった。介護予
防事業の効果について，アドバイザーを入れて検討をした。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度

地域介護予防講座検討会 回 20 22 27 20

げんき館料理教室参加述べ人数 人 139 125 139 130

　高齢者が健康を増進し，介護予防に関する知識を習得し，周囲の人に広めていく。

　脳ワクワクし隊のステップアップ研修会を実施し，脳活ゲーム開発を行ったことで，脳ワクワクし隊の会員間
の交流と活動内容の充実につなげた。
　サロンの世話人や介護関係のボランティアを対象に傾聴について，研修会を実施した。参加者からは高齢者の
話を聞く機会が多いので，活動に生かすことができた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

一般財源 7 1,496 1,489

国庫支出金 7 1,108 1,101 地域支援事業交付金（介護予防事業）

県支出金 4 693 689 地域支援事業交付金（介護予防事業）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度

平成33年度

（基準値） （実績）

地方債

その他 12 2,244 2,232 地域支援事業交付金　外

平成29年度 差 主な名称

事業費 30 5,541 5,511

03020104 一般介護予防事業評価事業 517

　サロン世話人や脳ワクワクし隊などのボランティアが高齢化しても，活動が縮小していかないように，サロン
世話人等の育成や支援を実施し，介護予防に関する知識を習得・普及する人を増やすようにする。
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【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

高齢者の相談件数 件 986 662 546 809

解決率 ％ 77.10 74.60 77.20 80.00

　高齢者の問題にとどまらず生活保護や虐待，介護者が精神障がいなど複合的な相談に対応するため，対応職員
の資質の向上に努め，関係課との連携を図り成果を向上させる。

　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等の増加に伴い，今後高齢者の相談件数は更に増えていくと考えられ
る。また，相談内容が複合的であり，支援の手間も大きいため，各部署及び多職種との一層の連携が必要となっ
てくる。同時に職員の質を確保することで相談事業を充実することができる。

　65歳以上の高齢者やその家族からの相談を受け，適切な機関，制度，サービスに繋ぎ，継続的に支援すること
で，高齢者が抱える不安を解消する。

・市民等からの相談を受けやすくするため，地域包括支援センター職員の地区担当制を実施した。
・月１回，地域包括支援センターの職員が各公民館等の会場で出張相談会を実施した。
・今年度から介護保険申請に関わる相談を介護保険グループが担当することで，地域包括支援センター職員の窓
口相談件数は減少したが，警察や民生委員からの複合的な相談ケースが増えており，継続的な対応に追われてい
る。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

その他 467 1,366 899 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

一般財源 527 1,542 1,015

県支出金 467 1,366 899 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

地方債

事業費 2,395 7,007 4,612

国庫支出金 934 2,733 1,799 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

03030201 総合相談事業 519

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　介護保険の要介護認定率等や疾患データを活用して，一般介護予防事業の評価を行うことで，効果的な一般介
護予防事業に結び付け成果の維持を図る。

　データを積み上げて，経年的な分析を行い，更なる効果的な一般介護予防事業につなげていくようにする。
　また，厚生労働省から示されている総合事業の事業評価を用いながら，一般介護予防事業の評価をしていく。
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　高齢者の徘徊に対しては，守谷市徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークにより迅速な対応が可能となり，成果は向
上している。今後も介護をする家族のニーズ把握に努め，より一層の介護負担軽減ができるサービス内容の充実
を図る。また，ケアマネジャー等を通した事業周知を徹底し，支援を必要としている人を事業利用に結びつける
ことで，成果を向上させる。

　ケアマネジャー等からの情報収集により支援を必要とする家族を把握し，事業利用に結びつけることで，介護
する家族の負担軽減を図ることができる。また，ケアマネジャー等を通して介護家族のニーズや事業利用者の満
足度を把握することで，より一層の介護負担の軽減ができるようサービス内容の充実を図ることができる。

認知症の方の家族のつどい参加者数 人 63 72 61 88

徘徊高齢者等SOSネットワーク登録者数 人 12 30 65

一般財源 233 184 △ 49

　在宅で高齢者を介護している家族の身体的，精神的，経済的負担の軽減を図ることで，要介護高齢者の在宅生
活の継続が期待できる。

1 認知症の方の家族のつどいを毎月開催することで，在宅で認知症高齢者を介護している家族が悩みを共有し，
相談し合う交流の機会を提供することができた。
2 要介護4・5の認定を受けている寝たきり高齢者を在宅で介護している家族に対し，紙おむつ，尿取りパットを
支給し，家族の経済的負担の軽減を図った。
3 徘徊の心配のある高齢者に守谷市徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク登録を働き掛けて「守谷市みまもりシー
ル」を配付し，登録者が行方不明となった場合は市と構成機関が連携して捜索できる体制を整えることができ
た。
4　家族介護慰労金については，広報もりや8月25日号で周知したが慰労金支給対象者はいなかった。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

地方債

その他 207 163 △ 44 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

国庫支出金 414 327 △ 87 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

県支出金 207 163 △ 44 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,061 837 △ 224

03030502 家族介護支援事業 521
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

　養成講座を受講してくれる小・中学校が増えたので，受講者数は伸びている。しかし，社会人の養成講座は増
えていないため，成果は停滞している。この事業は認知症の方が安心して地域で生活できるため必要な取組と考
えるので，サポーター養成講座の周知方法を工夫することで成果の維持を図る。

　社会人は介護事業所等からの養成講座の依頼が多く，一般企業（金融機関やタクシー業者，スーパー等）に働
き掛けていくことで，事業を拡大していく。
　また，認知症サポーター養成講座修了者が活動できる場の検討をしていくことで，事業を充実していく。

認知症サポーター等養成講座の開催回数 回 25 29 34 30

認知症サポーター等養成講座の受講者数 人 717 681 985 720

　市民が，認知症について理解し，認知症の人やその家族を温かく見守り，支援する「認知症サポーター」を養
成し，認知症の方が安心して生活できる地域を目指す。

　養成講座は随時実施した。
　養成講座受講者から「日頃の生活から行っているサポーターとしての私の活動」というテーマで意見を集め
て，9月の茨城県認知症を知る月間ではイオンタウン守谷，市役所，中央公民館と，市民対象の講演会で集めた意
見を掲示し，市民に認知症サポーター活動の紹介と，養成講座の普及を行った。
　今年度は，高校からも依頼があり，高校生のボランティアに講座を実施した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

その他 73 72 △ 1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

一般財源 83 82 △ 1

03030504 認知症サポーター等養成事業 521

事業費 377 372 △ 5

一般財源 99 93 △ 6

国庫支出金 175 166 △ 9 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

県支出金 88 83 △ 5 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

（ 単 位 ： 千円 ）

地方債

その他 264 250 △ 14 事務費繰入金，地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 626 592 △ 34

03030505 地域自立生活支援事業 523

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

国庫支出金 148 145 △ 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

県支出金 73 73 0 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

地方債
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

（実績） （目標値）

市民向けの講演会やシンポジウムの開催回数 回 3 3 4

多職種向けの研修会や会議の開催回数 回 4 3 5

一般財源 347 345 △ 2

地方債

その他 307 305 △ 2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

国庫支出金

　医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者に対する在宅医療と介護サービスを一体的に提供できる体制を構築
し，地域で支えることで，自宅等の住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を人生の最期まで続けることがで
きる。

　今年度はこれまでに未実施だった，①入退院連携情報共有の支援，②医療・介護の専門職が相談できるセン
ターの設置について検討を重ね，平成30年度から実施できる体制となった。
　また，市内医療機関，介護事業所を対象とした「在宅医療・介護連携推進会議」を開催し，医療介護連携推進
を図った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

615 611 △ 4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

県支出金 307 305 △ 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,576 1,566 △ 10

03030601 在宅医療・介護連携推進事業 523

　地域での自立した生活の継続に貢献できており，成果は向上している。今後も栄養バランスのとれた食事の提
供に加えて，安否確認や管理栄養士による定期訪問を通して自立に向けた支援を行うことで，成果の向上を図
る。

　疾病や障がいを持つ高齢者を対象とし，利用要件に所得制限を設けているため，対象者は限定されるが，引き
続き支援を必要とする人へのサービス提供を行い，地域での自立した生活の継続ができるよう支援する。

（実績） （目標値）

利用者数 人 16 18 16 22

　老衰，障がい，傷病等の理由により調理が困難な高齢者等（市民税非課税）に対し，栄養バランスの取れた食
事を提供し，栄養管理と地域における自立した日常生活を継続させるための支援をする。

　委託業者との連絡を密に行い，利用者のニーズ把握に努めた。
　また，支援を必要とする方にサービスを提供するため，広報による事業の周知を行い，利用希望者の把握に努
めた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

－ 229 －



【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　取手市医師会に委託して実施している在宅医療介護連携推進事業については，顔の見える関係づくりは少しず
つできており，行政と医師会だけでなく，多職種の意見をもらいながら，様々な事業を展開している。市内の医
療機関と介護事業所についても会議を開催することができ，好評を得たことから，在宅医療・介護連携を目的と
した様々な取組をすることで成果が向上する。

　入退院連携マニュアルやいきいきネット相談支援センターを設置することで，より関係機関との連携が図れる
と考える。
　また，市内の在宅医療・介護連携推進の会議等を継続することで，在宅医療・介護連携が充実していく。
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