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• 介護予防・日常生活支援総合事業
（事業対象者・要支援者への予防サービス）活性化について

• 家族介護支援（介護用品提供事業）について

• 介護人材の確保に向けた方向性について
（介護人材数の推計結果等）



介護予防・日常生活支援総合事業活性化について
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訪問型元気応援
サービス（生活
支援コース）

訪問型元気応援
サービス（困り
ごとコース）

いきいきトレーニン
グ（機能強化型）

訪問型サービス

松戸市の類型

Ｒ1.10.21厚生労働省
一般介護予防事業等の推進方策
に関する検討会（第７回）資料
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松戸市の類型 いきいきトレーニング
（単一型・機能強化型）

Ｒ1.10.21厚生労働省
一般介護予防事業等の推進方策
に関する検討会（第７回）資料

通所型サービス
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訪問型元気応援サービス（生活支援コース)・短期集中予防サービス【基準緩和】と
予防訪問・通所/従前相当（訪問・通所）の比較
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松戸市介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービス活性化検討懇談会・通所型サービス活性化検討懇談会

平成27年度の総合事業開始により新しいサービス類型としてスタートし
た、訪問型サービス・通所型サービスの『緩和型サービス』について、問
題点や課題の分析と活性化施策を検討するにあたって、事業者、包括、ケ
アマネジャー及び学識経験者から意見を聴取するため、懇談会を開催した。

• 第１回 令和元年１１月１３日 現状と課題
• 第２回 令和２年 ２月２０日 今後の方向性

⇒ 頂いた意見をもとに次期計画への施策を検討。
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• 担い手研修の開催が少なく担い手が不足している。
• 担い手研修は受講したが、実際に活動する担い手が限られる。
• 提供事業者・団体が少なく利用し難い。
• 担い手の居住地域と利用者の居住地域で交通費等を考えるとマッチングが難しい。
• 当日に利用キャンセルになってもキャンセルチャージ取れないため、担い手には法人から時給（謝
礼）を支払わなければならない。

• 担い手を辞めるタイミングは、自身の体調と家族の介護が理由となることが多い。
• 事業対象者・要支援者から要介護者に区分変更すると担い手が利用できなくなるのがネック。
• 訪問介護の依頼が多いので元気応援サービスまで手が回らない。
• 病院の付き添いの依頼が多いが利用時間が長いため元気応援サービスは使えない。
• 要支援と要介護でケアプランの報酬に大きな違い。
• 元気応援サービスの扱いに包括は苦手意識がある。
• ケアマネジャーは元気応援サービスの内容を知らないため従前相当に流れてしまう。
• 訪問介護の事業所は半分くらい減っている。大手事業所は採算が合わないため総合事業を受けない。
• 老計10号の身体介護としての介護観察が不要であれば生活援助へなど利用対象者像を明らかにする
必要があるのではないか。

• 地域の町会・自治会などの活動のボランティアと担い手を整理して検討すべきではないか。
• 包括や地区社協を通じて地域住民に啓発してはどうか。

訪問型サービスについて懇談会で頂いた主な意見
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• 事業所をどう増やすか。増やすには基準の緩和が必要ではないか。
• 送迎がネックになっている。機能強化型は市内5か所しかないので送迎の問題がどうしてもある。
• 他事業所のリハ職との連携が前提であれば少しはやりやすくなるかも。
• モデル事業の時はケアプランなしでは参加者多数であった。本事業移行でケアプラン作成が必要にな
るとめっきり利用者が減ったのでそのバランスが難しい。

• 介護予防体操教室との連携であれば利用者増が見込めるかも。
• 地域ケア会議でリハ職として意見を求められるが、同行することでより具体的に助言できる。
• 訪問Cと通所Cを別々に実施することで、訪問は病院勤務者のリハ職でも調整しやすい。
• 短期集中予防サービスの利用者像は、閉じこもりを予防し活力を取り戻して地域で生活できる人。
• フレイル状態で把握できた時点で6か月で回復するのは難しいと感じている。
• 接骨院には繋げたことがない（関係ができていない）。
• やる気のある人を利用させたい。仲間意識を持たせたい。
• 要介護から要支援に改善しても同じデイを使いたいと利用者もCMも思っている。
• DSの事業所を機能分化を把握してみてはどうか（機能強化型・認知症対応・レスパイト重視 等）
• VERHTAL INDEXで効果測定しインセンティブを検討したらどうか。

通所型サービスについて懇談会で頂いた主な意見
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今後の方向性について

9



訪問型元気応援サービス
【共通事項】

• 「担い手」の養成機会の拡大（オンライン研修や事業者委託の検討）
• 運用規定をわかりやすく・使いやすく見直し
（（例）A・B一体利用前提の廃止、家族要件規定の緩和等）

• 介護予防ケアマネジメントの推進… 受け入れ拡大に向けての検討
• さらなる周知の拡大 （ケアマネジャー等）

【訪問Ａ】生活支援コース
• 参入事業者の拡大（新規指定申請の随時受付等）

【訪問Ｂ】困りごとコース
• 参入団体の拡大（提供地域を絞った地域の各種団体の参入促進）
• 「見守り」を事業内容とするなどの多様な提供サービスの創設
• 「軽度生活援助事業」との使い分けによる利用機会の拡大 10



• ADLの維持向上に積極的な事業者の評価
• インセンティブ付与について肯定的な傾向が見えることから、従前型通所サービス
を含めて表彰制度等の創設を検討する。（保険者機能強化推進交付金充当先）

• 【通所C】短期集中利用サービス
• 参入事業者の拡大

• 徒歩圏内で利用できる事業者の増
• 【通所C】【訪問C 】機能強化型

• 参入事業者の拡大
• 一体指定要件を緩和（送迎要件の廃止等）し、事業者間連携の推進

• 【通所Ｂ】
• サービス創設の検討
• 通いの場『元気応援くらぶ』の発展と短期集中卒業からのつなぎ先

通所型サービス
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地域包括支援センター

短期集中予防サービス
（いきいきトレーニング）

最長6ヶ月

15か所

単一型
14ヶ所

機能強化型
5ヶ所

通いの場（元気応援くらぶ）

後期高齢者質問票の実施

介護予防ケアマネジメント

64か所

デイサービス

修了者の
つなぎ先

高齢者の保健
事業と介護予
防の一体的実
施による医療
職・リハ職等
専門職の派遣

個別アプローチが必要
な方（フレイル予備
軍）のピックアップ

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施との関連イメージ

介護予防ケア
マネジメント

（新）通所B
（元気応援くらぶと

一体）

併用可能

なじみの場所へ
戻る
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令和2年7月31日全国介護保険担当課長会議資料より
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介護予防・日常生活支援総合事業
• 来年度より、市町村の判断において、これまで要支援者・事業
対象者に限定されていた、総合事業の対象者が、要介護認定者
にも拡大される。

• 本市もこれに対応して、下記により実施する方向で検討

• 総合事業のサービスのうち、訪問型元気応援サービス（訪問Ａ／Ｂ）、短
期集中予防サービス（訪問Ｃ／通所Ｃ）及び再来年度創設する予定の通所
Ｂ（住民主体の通所）について、要介護認定及び事業対象者の利用も可能
とする。

• サービス提供の質の担保及び提供側の市民等の安全等を考慮し、原則とし
て要介護１，２の利用者を対象とする。

• 要介護３~5の利用者について、利用者の生活を支える上で、他のサービ
スでの代替が困難であり、総合事業のサービスで対応が可能と介護支援専
門員が判断した場合に限り、例外的に認める。
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介護予防・日常生活支援総合事業
【メリット】
• 利用者が（要支援⇒要介護）区分変更となっても利用が継続できる。
⇒事業者から指摘されていた課題の解消により事業の広がりに期待。

【デメリット】
• 介護給付に比較して報酬が低いため、事業者が要介護者の受け入れ
敬遠する、または消極的な引き受けとなる危険がある。
⇒従前型サービスには適用しない。

• 介護度が重い利用者に対する担い手によるサービス提供の質の確保
⇒要介護3以上には原則として適用しない。

介護度が比較的軽度な利用者が、従前相当に無い住民主体サービス等
を利用することで、細かい部分で在宅での生活に役立つことを目的に
実施するものとする。

15



家族介護支援事業について
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紙おむつ支給事業の今後の方向性について 現状①

地域支援事業実施要綱
任意事業 家族介護支援事業として実施

要介護３～５の介護認定を受けた高齢者を在宅で介護す
る家族に介護用品（紙おむつ、尿とりパット）と交換でき
るおむつ券を支給する。
 支給枚数
・要介護３ 月1枚
・要介護４・５ 市民税課税世帯 月1枚

市民税非課税世帯 月2枚
 支給品目 34品目
 対象店舗 96店 （R2.10.1現在）

実施の根拠

実 績

〇費用負担割合は、
第2号は負担せず、
その分を公費で賄う。

任意事業の財源構成

事業の概要

（単位：円）

年度 実人数 介護度別 延利用枚数 委託金額

介護３・・・662

介護４・・・519

介護５・・・398

介護３・・・718

介護４・・・532

介護５・・・391

介護３・・・613

介護４・・・450

介護５・・・367

介護３・・・670

介護４・・・473

介護５・・・359

介護３・・・705

介護４・・・469

介護５・・・356
R1 1,530 17,868 36,832,234

28 1,641 18,646 37,859,670

30 1,502 17,481 35,769,978

27 1,579 18,642 39,766,950

29 1,430 17,299 35,422,596紙おむつ等一律の単価（2,484円）から商品ごとの単価
（1,782円～2,484円）に見直しをした。

（平成28年度完全実施 平成26年度と比較し、約2割の削
減効果）

直近の見直し状況
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資料出所：平成29年度全国厚生労働部局長会議資料

紙おむつ支給事業の今後の方向性について 現状②

18



資料出所：平成29年度全国厚生労働部局長会議資料

紙おむつ支給事業の今後の方向性について 現状③
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紙おむつ支給事業の今後の方向性について（市民の意識）

「事業を廃止しても構わない」と回答した方については 5％程度となっていることから、
事業の継続は求められており、また、継続のための保険料の引き上げについては、ある
程度やむを得ないとの傾向にあると考える。

今後の紙おむつ支給事業のあり方についてどう考えますか。

資料出所：松戸市「いきいき安心プランⅦ策定のための市民アンケート調査結果」
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紙おむつ支給事業の今後の方向性について

・市町村独自事業 ⇒ 一般財源で対応

・市町村特別給付 ⇒ 保険料引き上げ対応（1号保険料100％）

・保健福祉事業 ⇒ 保険料引き上げ対応（1号保険料100％）
（事業が家族支援という性質上、市町村特別給付より保健福祉事業の方が適している）

※第７期で仮に市町村特別給付または保健福祉事業で実施していた場合
基準額 5,500円 → 5,520円 20円UP

財源の検討

第8期も同程度の影響額を想定しているが、その他の事業見直しや財政当局との協議
をはじめ、保険者機能強化推進交付金の活用も視野に入れつつ、保険料の上昇抑制を図
るため、総合的な議論の中で決定していく。

第8期も引き続き、事業は実施することとするが、財源については検討が必要である。
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市町村特別給付・保健福祉事業・任意事業・一般財源の概要

紙おむつ支給事業の今後の方向性について（参考資料）

市町村特別給付 保健福祉事業 地域支援事業の任意事業 一般財源事業

制度
概要

市町村が条例に基づき、介護保
険法で定められた介護給付・予
防給付以外に、独⾃の給付を実
施するもの。「横出し給付」と
言われている。

介護者⽀援、介護予防、保険給
付、サービス利用に係る資⾦の
貸付など、市町村が被保険者及
び介護者に対し必要と判断する
事業を実施するもの。

介護保険事業の運営の安定化、
被保険者及び介護者等に対する
地域の実情に応じた必要な⽀援
を目的として、市町村が地域⽀
援事業の中で実施するもの。

高齢者の保健・福祉・介護を目
的として、市町村が単独の予算
を用いて事業を⾏うもの。

財源 第１号被保険者の保険料 第１号被保険者の保険料 国38.5％、都道府県19.25％、
市町村19.25％、第１号被保険
者の保険料23％

⼀般財源

対象者 要⽀援・要介護認定者 被保険者、家族等の介護者 被保険者、家族等の介護者 高齢者など市町村が定める

実施例 ・寝具乾燥サービス
・移送サービス
・配食サービス
・おむつの⽀給／等

・地域⽀援事業以外の介護予防
事業
・介護者⽀援事業
・直営介護事業
・高額介護サービス費の貸付事
業／等

①介護給付費適正化事業
②家族介護⽀援事業
③その他（成年後⾒制度利用⽀
援事業、福祉用具・住宅改修⽀
援事業／等）

・介護⽀援ボランティア・ポイ
ント
・配食サービス
・おむつの⽀給
・移送サービス
・寝具乾燥サービス
・訪問理美容サービス／等

対象が、要支援・要介護認定
者と限定されている。また、
財源が１号保険料100％のた
め、
保険料への影響が⼤きい。さ
らに、償還払いであるため、
利用者にとって手続きが煩雑。

財源は、特別給付と同じだが、
特別給付が「給付」であるの
に対し、保健福祉事業は「事
業」である。対象者が被保険
者・介護者と、特別給付と比
べて幅広い。

財源に公費が含まれているた
め、保険料への影響は限定的
だが、上限額が設定されてい
る。また、平成27年2月の通知
により、「特別給付、保健福
祉事業、総合事業、一般施策
で実施すべきもの等」は対象
外となった。

事業の目的や対象者などにつ
いて、国の定めがないため、
市町村の裁量で決定できる。
一方、一般財源での実施とな
るため、市町村の財政⼒に影
響を受けやすい。

引用︓三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング「高齢者
の在宅生活を支えるための
市区町村における独⾃施策
についての調査研究事業」
（平成29年度厚生労働省⽼
人保健健康増進等事業）
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介護人材の確保
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いきいき安心プランⅥまつどにおける位置づけ 介護人材の確保・育成・定着 ～総合的な介護人材確保対策～

28年度（粗い推計）
介護従事者 10,000人
※常勤・非常勤比率は１：１

介護職員（ヘルパー）：6,000人
看護師・准看護師：1,100人

参加支援・雇用管理改善・処遇改善に向けた対策を総合的に講じることにより、入職を増やし、
離職を減少させて、必要な介護人材の確保を図る。

入職者（学卒、社会人）

注１：介護従事者とは、介護保険関係の事業所・施設に従事する全ての従事者のこと。
介護職員のほか、医師・看護師・介護支援専門員等も含む。

注２：介護職員とは、直接介護を行う従事者であり、訪問介護員（ホームヘルパー）も
含む。

離職者

1,000人増

参加支援
○「働きながら資格をとり、正規雇用に移行する」介護人材育成事業（地方創生交付金事業）
○介護事業所合同就職フェアの開催 ○介護職の魅力発信（介護だんし・介護じょし写真展の開催等）
○小中学生への介護キャラバン隊の派遣 ○事業者におけるキャリアアップの仕組みの構築

入職増加

離
職
減
少

雇用管理改善
○雇用管理改善のための事業者へのセミ
ナーの実施

○労働法規の遵守の推進（監督署との連
携強化、介護職員処遇改善加算のキャ
リアパス要件の厳格な確認）

○介護事業所内保育施設への支援
○介護ロボット等の活用推進による負担
軽減

入職多い

離職少ない

32年度必要数（粗い推計）
介護従事者 11,000人
※常勤・非常勤比率は１：１

介護職員（ヘルパー）：6,600人
看護師・准看護師：1,210人

処遇改善
○介護報酬地域区分の引上げ（６級地⇒５
級地）を通じた、人件費に係る介護報酬
の増加（約3.8％増（※））

○介護職員処遇改善加算の取得促進
○事業者におけるキャリアアップの仕組み
の構築（好事例の収集・普及・表彰、事
業者に対するセミナーの実施）

○介護職のモチベーションアップ・社会的
評価の向上

離
職
減
少

資料出所：厚生労働省「介護職員の処遇改善等に関する懇談会」資料（平成24年５月24日）
平成29年度第２回松戸市介護保険運営協議会資料８

※実際の介護報酬総額は、サービスごとの人件費割合
を考慮して設定されており、報酬総額の増加幅は、
サービスごとに異なる（訪問介護：約2.7％増加、
特養・通所介護：約1.8％増加など）
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松戸市の介護従事者数の状況についての推計

◎事業所アンケートにて回答あったものはアンケートの数値
◎アンケートの回答がなかったものについては、応援金の実績報告・感染防止補助金の申請書による人数、地域密着型サービスは指定書類による職員数、訪問介護、通所介護は、総合事業従前相当
サービスに指定書類、その他については厚生労働省の『介護サービス情報公表システム』により調査した数値、正規・非正規の別については、アンケートのサービス別比率を乗じた数値から推計。

種別 合計 正規職員 非正規職員 （参考）現計画策定
時の粗い推計

差分

訪問介護 1,769 568 1,201 2,020 -251
訪問看護（看護師・准看護師） 226 137 89 274 -48
通所介護 1,182 389 793 1,144 38
地域密着型通所介護 748 275 473 810 -62
短期入所生活介護 498 312 186 446 52
居宅介護支援 412 237 175 558 -146
グループホーム 665 317 348 681 -16
特定施設 1,286 668 618 765 521
特養・地密特養 1,497 1,016 481 1,349 148
老健・介護療養 891 588 303 816 75

小計 9,174 4,507 4,667 8,863 311
小多機・看多機 286 172 114
定期巡回 117 74 43
通所リハ・訪問入浴 465 253 211

総合計 10,042 5,006 5,035 9,999 43
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人材不足感については、サービスによっての濃淡がある。
特養では「非常に不足感がある」が40%「少し不足感がある」が35%とかなり不足感が強

くなっている。
訪問介護でも「非常に不足感がある」「少し不足感がある」併せて77%となり、不足感が非

常に強くなっている。
これに対して老健では対象数は少ないものの44%が「現在が妥当」としており、不足感を

持っているのは33%にとどまっている。
また、通所系サービスでは38.5％が「現在が妥当」としており不足感を持っているのは

47%となっている。
全体として宿泊（夜勤）を伴う施設や有資格者に限られる訪問介護の不足感が強く出ている

介護人材不足の状況について アンケート調査から
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介護助手の採用には、資格が要求される訪問系サービス以外では積極的である。
特養では「すでに採用している」が70%、老健では４４％となっている。
「採用したい」を合わせると、特養で８５％、老健で６７％などのほか、訪問系以外で
は約50%となっている。
訪問系では、補助的な業務が他のサービスと比較して少ない状況であり、３０％台にと
どまっている。
また、ボランティアでの受け入れについては、訪問系以外すべて７０％以上になって

いる。

介護人材不足の状況について アンケート調査から
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ハラスメント対策は喫緊の課題
介護従事者へのアンケートによれば、これまでに利用者や家族からの暴力やハラスメントを受

けたことがあると回答したのは、正規職員で半数以上、非正規職員では約４割に上っています。ま
た、同僚や上司からの暴力やハラスメントは２３％ではあるが受けたことがあると答えています。
賃金等の処遇改善は少しづつ進んでいる一方で、このような働く環境の改善が定着そして新たな

参入を図るためには、ハラスメント対策は喫緊の課題であり、研修等の支援を通じて対策を図って
いきます。

介護人材不足の状況について アンケート調査から
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次期計画「介護人材確保」対策の戦略について
～川の上流と下流のようにそれぞれの状態に合わせた対策が必要～

既に我が国では人口減少が始まっており、人口構造の推移を見ると、2025年以降、「高齢者
の急増」から「現役世代」である「生産年齢人口（15歳以上65歳満）」の急速な減少へと局
面が変化しつつある。 【2040年問題】

方策（１）【川上対策】
多様な就労・社会参加を促進
①女性・②高齢者・③外国人

方策（２）【間接的対策】
介護需要そのものを減少させる

健康寿命の延伸、介護・認知症予防

方策（４）【川下対策①】
介護現場の効率化・省力化

ＩＣＴ、ＡＩ、介護ロボット等の活用

方策（３）【川下対策①】
介護現場の環境整備・処遇改善

社会的評価・賃金・就労環境の向上

出典：久留善武氏 立教⼤学講義資料を一部改変

『川上』の問題
水源：下流の水不足は、源流
で水源が枯渇し始めている証
拠

→別の水源の開発

『川下』の問題
水が少ない・少ない水の奪い合い ＝介護人材争奪戦
⇒ 水需要の逓減 健康寿命の延伸・介護予防
⇒ 漏水の防止 離職防止 環境整備
⇒ 少ない水（節水） 生産性向上による省力化

河川改修の鉄則『下流から上流へ』
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（１）多様な人材の参入促進【川上対策】

①市内事業者のマッチング事業支援 （合同就職相談会）
②未経験者の参入促進 （介護人材育成事業）
③未就労女性の参入促進
④元気高齢者の参入促進 （介護助手・住民主体サービスの担い手）
⑤家族介護経験者の参入促進
⑥潜在介護職員の復帰促進
⑦外国人介護人材 （外国人人材セミナー・日本語教室）

人材確保対策の具体的施策について
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（２）人材の定着とスキルアップ支援による継続的な働き方の実現
【川下対策①】

①労働環境改善支援
• ハラスメント防止対策、相談支援の取り組み推進（研修・家族への啓発）
• 子育てをしながら働ける環境整備
• 雇用管理改善（労働セミナー）
• 感染症対策

②処遇改善取り組み支援
• 居住環境の整備による処遇改善（宿舎・家賃補助の検討）
• 処遇改善加算取得の促進
• 介護職員の地位向上（表彰制度）

③介護人材のスキルアップ支援
• 各種研修の受講支援（初任者・実務者研修助成）
• 介護の実践スキルOJT推進支援
• キャリアパス導入（キャリア段位アセッサー研修）

人材確保の具体的施策について
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（３）介護現場の革新による好循環実現
【川下対策②→川上に波及】
①介護事務の標準化・簡略化支援
②介護記録等ICT導入支援
③介護センサー（ロボット）導入支援
④オンライン会議等による事業者間会議の効率化
⑤介護のイメージアップ（市民・教育機関の理解促進）

人材確保

上記の3つの大項目をポイントとして、分野ごとに人材確保
対策を進めていく方向で計画を進めていく。
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入門的研修と各種研修等との関係

介護福祉士

実務者研修
（４５０時間）

介護職員初任者研修
（１３０時間）

生活援助従事者研修
（５９時間）

制度的に位置付けられた研修等

入門的研修
1日（３時間）や１週間（２１時間）

※「介護に関する入門的研修の実施について（平成30年3月
30日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）」

訪問系サービス 通所・居住・施設系
サービス

訪問介護
（身体介護中心型）

夜間対応型訪問介護

定期巡回随時対応型
訪問介護・看護

訪問介護
（生活援助中心型）

通所介護

短期入所生活介護

認知症対応型共同
生活介護

小規模多機能型
居宅介護

特養

老健
等

入門的研修を受講しても訪問系サービス
に従事することはできない

受講者は通所・居住・
施設系サービスの介護
職員として従事可能

生活援助中心型のみ

訪問介護員として
従事可

無資格者
無資格者も通所・居住・施設系サービス

の介護職員として従事可能無資格者は訪問系サービスに従事することはできない

一
部
免
除

一
部
免
除

一
部
免
除 ステップアップしやすいよう科目の読み替えが可能

訪
問
介
護
員

と
し
て
従
事

介
護
職
員
と
し
て
従
事
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