
⼩松市 予防先進部 ⻑寿介護課

はつらつシニア⽀援事業について



はつらつシニア⽀援事業の背景
⼩松市の将来⼈⼝推計

資料： 〜2015年：住⺠基本台帳 2020年〜：⼩松市⻑寿介護課資料



年齢階級別 要介護認定率（⼩松市）

出典：⼩松市データ（H29.4.1 現在）

●75歳以上(後期⾼齢者)
になると、要介護リスクが
格段に⾼まる

●単⾝世帯、⾼齢者のみ
世帯の割合も⾼まり、家
族介護⼒の低下から、今
以上に認定率が上がる可
能性が⾼い

（単位：⼈）
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●認知症が最も多い
●65〜74歳の⽅は、⽣活習慣病(脳⾎管疾患、がん、
⼼疾患 等)が原因となるケースが多い

●男性は、⽣活習慣病(脳⾎管疾患、がん、⼼疾患 等)
が原因となるケースが多い

●⼥性は、⾻や関節の虚弱化(⾻折・転倒、関節疾患 等)
が原因となるケースが多い

介護が必要となった原因疾患（⼩松市）

（単位：⼈）

出典：⼩松市データ（平成29年度 新規申請者）

（単位：⼈）

（単位：⼈）
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保険料⽉額
（基準額）

１期
2,800円

２期
4,100円

3期
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4期
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5期
5,750円

6期
6,100円
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千円

保険給付費

36億円

90億円

2.5倍

●制度開始以来、保険給付費は増加し続け、
介護保険料も毎期 ⾼くなっている

⼩松市の保険給付費と保険料基準額(⽉額)の推移
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はつらつシニア⽀援事業の背景 と考え⽅
2025年問題（全国共通の問題）
●団塊の世代 全員が75歳以上に ＋6000⼈

(S22〜24⽣まれ)

●⽀え⼿・担い⼿の現役世代が減少 △4000⼈

介護・医療
ニーズ 急増

介護・医療
⼈材 不⾜

2015年
現役世代
4.5⼈

75歳以上
１⼈

2025年
現役世代
３⼈

75歳以上
１⼈

専⾨職以外の⽣活⽀援の担い⼿の確保

１ 活動的⽣活の継続による介護予防・健康増進

２

対応の考え⽅



はつらつシニア⽀援事業の趣旨・⽬的

◆2025 年に、団塊の世代が75歳を迎えるなど少⼦⾼齢
化が進展していく中

◆要⽀援者などの⾼齢者の多様な⽣活⽀援のニーズに地域
全体で応えていくため

◆これまでの要⽀援１・２の予防給付の訪問介護及び通所
介護について、全国⼀律の基準に基づくサービスから

◆地域の実情に応じて、市町村が効果的かつ効率的に実施
することができる総合事業へと移⾏する。

（厚⽣労働省）

国の制度改正
⇒ Ｈ26年 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業の制度化



・訪問看護
・訪問リハビリ
・福祉⽤具貸与 など

・訪問介護
・通所介護

(デイサービス)

全国共通のサービス

切
り
離
し

新しい総合事業(介護予防・⽣活⽀援サービス）
新
設

訪問型サービス ・地域サポートクラブ
などボランティアな
どによる多様な担い
⼿による家事援助

・ミニデイなどの通い
の場

・運動、栄養、⼝腔ケ
ア等の教室

通所型サービス

＝ 配⾷・⾒守り 等⽣活⽀援サービス

市 町 村 事 業

H29年４⽉までに
全国の市町村で実施

⼩松市では
「はつらつシニア⽀援事業」という名称で
H28年３⽉から開始

予防給付(要⽀援1・2)

●はつらつシニア⽀援事業とは
はつらつシニア⽀援事業の趣旨・⽬的



●はつらつシニア⽀援事業のねらい ➡ 地域全体で⽀える体制づくり
地域やボランティア等が担う
ことが可能な⽣活⽀援 等 より⾼い専⾨性が求められるケア

将来的に地域全体で必要となるケア

地域全体で提供できるケア

介護・看護・医療などの専⾨職地域やボランティア等
不 ⾜

限られた専⾨職は
より⾼度なケアの

提供に特化・専念

地域の⾮専⾨職(元気なシニア
や⼦育て期を終えた⽅ 等)
など 多様な担い⼿が⽀える

地域全体で提供できるケア

介護・看護・医療などの専⾨職地域やボランティア等

はつらつシニア⽀援事業の趣旨・⽬的



はつらつシニア⽀援事業の趣旨・⽬的
地域⽣活は専⾨職だけでは⽀えられません

ご近所からボランティア、専⾨職までみんなで⽀えていく体制づくりを進めます
現状の課題 これから

地域全体で⽀える体制づくり



はつらつシニア⽀援事業の内容

●訪問型、通所型、短期集中予防サービスのみを希望なら ⇒ 要介護認定を受けずに
（訪問看護、福祉⽤具貸与等も希望なら要介護認定申請） 基本チェックリストのみよる判定（即⽇）

⇒  より早くサービス利⽤が可能
※通常は30⽇（ 申請 → 調査 → 認定審査会 ）

“より早く簡単に” （H28年３⽉〜）

●従来のサービスに加え、複数のサービスから選べます
“選べるサービス”（H28年4⽉〜）ポイント２

デイサービス はつらつデイ

地域サポート
クラブ訪問介護

ミニデイ

⽣活援助
サービス

短期集中
予防ｻｰﾋﾞｽ

通所型

訪問型

その他

専⾨職 基準緩和型 住⺠主体型

利 ⽤ 料

ポイント１

平成28年3⽉
スタート

事業のポイント



●はつらつシニア⽀援事業の対象者

基本チェックリストの素材

基本チェックリストとは

はつらつシニア⽀援事業を利⽤できる⽅
①要⽀援１・２の認定を受けた⽅
②基本チェックリストで、はつらつシニア⽀援事業該当者と判定された⽅

①バスや電⾞で⼀⼈で外出していますか
②⽇⽤品の買い物をしていますか
③預貯⾦の出し⼊れをしていますか

・

全25項⽬

はつらつシニア⽀援事業の内容

介護
サービス

介護予防
サービス

はつらつシニア
⽀援事業

⾮該当
(⾃⽴)

要⽀援 要介護
１ ２ １ ２ ３ ４ ５

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

参考：要介護(要⽀援)認定の区分 及び 利⽤できるサービス



①訪問型サービス
現⾏相当型（旧制度と同様） 基準緩和型 住⺠主体型

サービス名称 訪問介護 ⽣活援助サービス 地域サポートクラブ

対象者 ⾝体介護が必要な⽅ ⽣活援助が必要な⽅ 簡単な⽣活援助が必要な⽅

サービス内容 訪問介護員による⾝体介護
(⼊浴介助等)、⽣活援助

訪問介護員や簡易な研修修了
者による⽣活援助(買物、掃除
等)

簡易な研修修了者等による⽣活
援助等(買物、ゴミだし等)

利⽤料
週１回利⽤ 1,168円/⽉
週２回利⽤ 2,335円/⽉

※１割の場合

週１回利⽤ 885円/⽉
週２回利⽤ 1,759円/⽉

※１割の場合
１回100円

●はつらつシニア⽀援事業のサービス

地域サポートクラブ

はつらつシニア⽀援事業の内容



②通所型サービス
現⾏相当型（旧制度と同様） 基準緩和型 住⺠主体型

サービス名称 通所介護 はつらつデイ ミニデイ

対象者 ⼊浴介助等が必要な⽅
医学的な配慮が必要な⽅ 左記以外の⽅ 閉じこもり予防

社会参加⽀援が必要な⽅

サービス内容 ⽣活機能訓練（⼊浴・歩⾏・
⾷事等）、送迎

⽣活機能訓練（歩⾏・⾷事等・
⼊浴は⾒守りのみ）、送迎

住⺠ボランティアによる⽀援
（体操・⾷事等）

利⽤料
週１回利⽤ 1,647円/⽉
週２回利⽤ 3,377円/⽉

※⾷費別途、１割の場合

週１回利⽤ 1,247円/⽉
週２回利⽤ 2,544円/⽉

※⾷費別途、１割の場合
無 料

ミニデイ

はつらつシニア⽀援事業の内容



③短期集中予防サービス

対象者 ⼊院等による⼀時的な筋⼒低下等のみられる⽅で、
集中的な機能訓練等により回復が⾒込まれる⽅など

サービス内容
通所による機能回復指導
訪問による⽣活の場における⾃⽴指導
サービス提供期間 3ヶ⽉（最⻑6ヶ⽉まで）

利⽤料 通所⽀援１回500円 訪問⽀援 無料

はつらつシニア⽀援事業の内容



最 後 に

総合事業（はつらつシニア⽀援事業）は、単なる新しい制度・事業
ではなく、2025年を⾒据えた、「地域づくり」です。

地域の皆様には、ミニデイや地域サポートクラブなどの担い⼿となって
いただき、⽣活機能が低下した⾼齢の⽅でも、住み慣れた地域で、
少しでも⻑く、はつらつと暮らしていけるよう、ご⽀援をお願いします。

はつらつシニア⽀援事業の基本コンセプト

身近な場所で身近な人が支援


