
 

 

 

 

 

 

 

第９ 介護保険  

                   

 



■ 介護保険課 ■ 

 

第９ 介 護 保 険 

介護保険制度は、介護を要する状態となっても、できる限り自宅で自立した日常生活を営む 

ことができるよう、保健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できるしくみとして、

平成 12 年４月に施行されました。 

 

１ 被保険者 
八戸市の介護保険の被保険者は、八戸市に住所を有する 65 歳以上の人（第１号被保険者）

と 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）です。 

▽第１号被保険者の推移 

区 分 平成 30 年度末 令和元年度末 令和２年度末 

 
65 歳以上～75 歳未満(人) 34,606 34,826 35,550 
75 歳以上～85 歳未満(人) 23,746 23,680 23,127 

 85 歳以上(人) 9,846 10,550 11,201 
第１号被保険者数 計(人) 68,198 69,056 69,878 
総人口(人) 228,622 226,541 224,617 
総人口に対する第１号の割合(％) 29.8 30.5 31.1 

※ 外国人登録者及び住所地特例者を含む 

 

２ 要介護（要支援）認定状況 
（令和２年度末）

区 分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

第１号被保険者(人) 558 828 2,156 2,699 1,908 1,730 1,104 10,983 

第２号被保険者(人) 20 24 43 77 49 28 27 268 

合 計(人) 578 852 2,199 2,776 1,957 1,758 1,131 11,251 

構 成 比 (％) 5.1 7.6 19.5 24.7 17.4 15.6 10.1 100.0 

 

３ 介護保険サービスの利用状況等 
介護保険のサービスには、在宅の要介護者に対する「居宅サービス」や、住み慣れた地域で

の生活を支える「地域密着型サービス」、施設に入所して利用する「施設サービス」があり、

要介護（要支援）認定を受けることによりサービスを利用することができます。 

利用者は費用の１～３割を負担し、残りは介護保険から給付されます。 

▽サービス受給者数 

（令和 3 年 4 月審査分、単位：人）

区 分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

居宅サービス ※ 172 435 1,618 2,230 1,347 967 585 7,354 

地域密着型サービス 9 15 365 525 420 271 166 1,771 

施設サービス − − 57 132 325 581 395 1,490 

※ 居宅サービスは現物給付分のみ 
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▽居宅サービス（現物給付分）種類別利用状況 （令和 3 年 4 月審査分） 

区   分 
利用者数 費用総額 1 人当たり 

の費用額 
円

人数 
人

構成比 
％

利用率 
％

費用額 
千円

構成比 
％

訪問介護 2,692 18.6 36.6 300,042 33.4 111,457 

訪問入浴介護 188 1.3 2.6 14,441 1.6 76,813 

訪問看護 1,296 9.0 17.6 66,515 7.4 51,323 

訪問リハビリテーション 203 1.4 2.8 8,134 0.9 40,070 

居宅療養管理指導 938 6.5 12.8 8,436 0.9 8,993 

通所介護 2,714 18.8 36.9 234,357 26.1 86,351 

通所リハビリテーション 1,505 10.4 20.5 118,159 13.1 78,511 

短期入所 547 3.8 7.4 63,055 7.0 115,275 

福祉用具貸与 4,239 29.3 57.6 59,657 6.6 14,073 

特定施設入居者生活介護 124 0.9 1.7 27,034 3.0 218,013 

合 計 14,446 100.0 − 899,830 100.0 − 

利用実人数 7,354 − − − − 122,359 

 

▽地域密着型サービス種類別利用状況 （令和 3 年 4 月審査分） 

区   分 
利用者数 費用総額 1 人当たり 

の費用額 
円

人数 
人

構成比 
％

費用額 
千円

構成比 
％

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 27 1.5 4,410 1.3 163,324 

夜間対応型訪問介護 10 0.6 214 0.1 21,415 

地域密着型通所介護 587 32.9 40,061 12.0 68,246 

認知症対応型通所介護 152 8.5 21,313 6.4 140,218 

小規模多機能型居宅介護 279 15.6 56,963 17.0 204,170 

認知症対応型共同生活介護 482 27.0 137,795 41.1 285,881 

地域密着型特定施設入居者生活介護 17 0.9 4,006 1.2 235,661 

地域密着型介護老人福祉施設入所者 
生活介護 

160 9.0 49,869 14.9 311,680 

看護小規模多機能型居宅介護 72 4.0 20,273 6.0 281,573 

合 計 1,786 100.0 334,904 100.0 − 

利用実人数 1,771 − − − 189,104 

 

▽施設サービス種類別利用状況 （令和 3 年 4 月審査分） 

区   分 
利用者数 費用総額 1 人当たり 

の費用額 
円

人数 
人

構成比 
％ 

費用額 
千円

構成比 
％ 

介護老人福祉施設 602 40.4 182,285 38.9 302,799 
介護老人保健施設 677 45.4 207,009 44.1 305,774 
介護療養型医療施設 178 11.9 66,914 14.3 375,921 
介護医療院 34 2.3 12,683 2.7 373,027 

合 計 1,491 100.0 468,891 100.0 −
利用実人数 1,490 − − − 314,692 
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▽サービスごとの給付状況 （令和 2 年度） 

区   分 給付費(円) 

居宅サービス 

訪問 
サービス 

訪問介護 3,124,788,763 

訪問入浴介護 145,253,455 

訪問看護 664,461,517 

訪問リハビリテーション  80,274,397 

居宅療養管理指導 81,328,183 

通所 
サービス 

通所介護 2,388,677,194 

通所リハビリテーション  1,230,834,956 

短期入所 
サービス 

短期入所生活介護  606,981,688 

短期入所療養介護（老健）  25,387,309 

短期入所療養介護（療養型）  652,005 

福祉用具 
住宅改修 
サービス 

福祉用具貸与 626,686,611 

福祉用具購入費 20,530,810 

住宅改修費 23,223,023 

特定施設入居者生活介護 287,347,178 

介護予防支援・居宅介護支援  1,144,128,844 

居宅サービス計 10,450,555,933 

地域密着型 
サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 40,470,697 

夜間対応型訪問介護 2,265,191 

地域密着型通所介護 395,543,781 

認知症対応型通所介護 233,152,237 

小規模多機能型居宅介護 579,409,044 

認知症対応型共同生活介護 1,433,883,414 

地域密着型特定施設入居者生活介護 42,146,986 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 506,039,758 

看護小規模多機能型居宅介護 242,658,657 

地域密着型サービス計 3,475,569,765 

施設サービス 

介護老人福祉施設 1,918,694,985 

介護老人保健施設 2,197,883,009 

介護療養型医療施設 703,211,440 

介護医療院 140,945,874 

施設サービス計 4,960,735,308 

高額介護サービス費 476,240,030 

高額医療合算介護サービス費 58,913,104 

特定入所者介護サービス費 511,793,284 

審査支払手数料 21,505,474 

合   計 19,955,312,898 
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４ 相談・苦情内容及び件数 
介護保険に関しての相談・苦情について、市は保険者としての立場から、利用者の相談・ 

苦情に対する直接的な窓口としての受付、内容確認及び改善指導を行っており、その処理状況

を国民健康保険団体連合会へ報告しています。 

相談・苦情項目 
相談件数（件） 苦情件数（件） 

令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 

要介護認定関係 123 75 0 0 

ケアプランの内容関係 9 4 1 7 

サービス不足及び内容関係 55 46 7 8 

保険料徴収関係 1,394 1,016 0 0 

利用者負担関係 22 9 0 0 

その他 13 16 0 1 

合   計 1,616 1,166 8 16 

 

５ 保険料 
介護保険制度では、保険給付の円滑な実施が確保されるように、３年ごとに「介護保険事業

計画」を策定することになっています。 

介護保険料についても、この事業計画で定める介護サービス費用の見込額等に基づき、計画

期間を通じて財政の均衡を保つことができるように見直しが行われています。 

八戸市の令和３年度から令和５年度までの 65 歳以上の人（第１号被保険者）の介護保険料

は、次の表のとおりです。 

保険料基準額は、平成 30 年度から令和２年度までの月額 6,300 円から月額 6,000 円に引き下

げし、低所得者軽減強化対策として、次のとおり保険料率の調整を実施します。 

 

・第１段階 国の標準「0.50」⇒「0.30」 へ（公費負担による軽減） 

・第２段階 国の標準「0.75」⇒「0.50」 へ（    〃    ） 

・第３段階 国の標準「0.75」⇒「0.70」 へ（    〃    ） 

・第４段階 国の標準「0.90」⇒「0.875」へ 
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■令和３年度～令和５年度の保険料 

基準額 月額･･･ 6,000 円（年額 72,000 円） 

所得段階 13 段階 

 

所得段階 対 象 者 保険料率 
保険料月額 
（年額） 

第１段階 

○生活保護受給者 
○老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税 
○世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金 

収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下 

基準額 
×0.30 

1,800 円 
(21,600 円) 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下 

基準額 
×0.50 

3,000 円 
(36,000 円) 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が 120 万円超 

基準額 
×0.70 

4,200 円 
(50,400 円) 

第４段階 
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税
非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が 80 万円以下 

基準額 
×0.875 

5,250 円 
(63,000 円) 

第５段階 
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税
非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が 80 万円超 

基準額 
6,000 円 

(72,000 円) 

第６段階 
本人が市民税課税で、 
前年の合計所得金額が 120 万円未満 

基準額 
×1.20 

7,200 円 
(86,400 円) 

第７段階 
本人が市民税課税で、 
前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満 

基準額 
×1.30 

7,800 円 
(93,600 円) 

第８段階 
本人が市民税課税で、 
前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満 

基準額 
×1.50 

9,000 円 
(108,000 円) 

第９段階 
本人が市民税課税で、 
前年の合計所得金額が 320 万円以上 400 万円未満 

基準額 
×1.70 

10,200 円 
(122,400 円) 

第 10 段階 
本人が市民税課税で、 
前年の合計所得金額が 400 万円以上 600 万円未満 

基準額 
×2.00 

12,000 円 
(144,000 円) 

第 11 段階 
本人が市民税課税で、 
前年の合計所得金額が 600 万円以上 800 万円未満 

基準額 
×2.10 

12,600 円 
(151,200 円) 

第 12 段階 
本人が市民税課税で、 
前年の合計所得金額が 800 万円以上 1,000 万円未満 

基準額 
×2.20 

13,200 円 
(158,400 円) 

第 13 段階 
本人が市民税課税で、 
前年の合計所得金額が 1,000 万円以上 

基準額 
×2.30 

13,800 円 
(165,600 円) 
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▽保険料賦課・収納状況                        （令和２年度） 

区   分 特別徴収 普通徴収 合 計 

第１段階 
保険料年額 

22,680 円 

賦課額(円) 275,261,007  43,055,691 318,316,698 

収入額(円) 275,261,007 37,845,516 313,106,523 

収納率(％) 100.0  87.9 98.4 

第２段階 
保険料年額 

37,800 円 

賦課額(円) 263,109,510 9,313,530 272,423,040 

収入額(円) 263,109,510 8,204,120 271,313,630 

収納率(％) 100.0 88.1 99.6 

第３段階 
保険料年額 

52,920 円 

賦課額(円) 285,303,890 13,458,071 298,761,961 

収入額(円) 285,303,890 12,050,266 297,354,156 

収納率(％) 100.0 89.5 99.5 

第４段階 
保険料年額 

66,150 円 

賦課額(円) 492,472,357 63,672,888 556,145,245 

収入額(円) 492,472,357 55,416,918 547,889,275 

収納率(％) 100.0 87.0 98.5 

第５段階 
保険料年額 

75,600 円 

賦課額(円) 650,875,494 10,994,585 661,870,079 

収入額(円) 650,875,494 9,299,685 660,175,179 

収納率(％) 100.0 84.6 99.7 

第６段階 
保険料年額 

90,720 円 

賦課額(円) 891,645,765 79,409,787 971,055,552 

収入額(円) 891,645,765 69,086,432 960,732,197 

収納率(％) 100.0 87.0 98.9 

第７段階 
保険料年額 

98,280 円 

賦課額(円) 740,175,926 66,970,135 807,146,061 

収入額(円) 740,175,926 59,797,115 799,973,041 

収納率(％) 100.0 89.3 99.1 

第８段階 
保険料年額 

113,400 円 

賦課額(円) 316,501,820 51,041,357 367,543,177 

収入額(円) 316,501,820 47,967,177 364,468,997 

収納率(％) 100.0 94.0 99.2 

第９段階 
保険料年額 

128,520 円 

賦課額(円) 142,176,808 22,353,693 164,530,501 

収入額(円) 142,176,808 21,303,403 163,480,211 

収納率(％) 100.0 95.3 99.4 

第 10 段階 
保険料年額 

151,200 円 

賦課額(円) 121,033,080 24,588,800 145,621,880 

収入額(円) 121,033,080 22,977,800 144,010,880 

収納率(％) 100.0 93.5 98.9 

第 11 段階 
保険料年額 

158,760 円 

賦課額(円) 49,494,060 13,433,490 62,927,550 

収入額(円) 49,494,060 13,179,670 62,673,730 

収納率(％) 100.0 98.1 99.6 

第 12 段階 
保険料年額 

166,320 円 

賦課額(円) 23,312,520 7,290,360 30,602,880 

収入額(円) 23,312,520 7,137,900 30,450,420 

収納率(％) 100.0 97.9 99.5 

第 13 段階 
保険料年額 

173,880 円 

賦課額(円) 80,195,160 20,472,460 100,667,620 

収入額(円) 80,195,160 20,279,280 100,474,440 

収納率(％) 100.0 99.1 99.8 

合 計 

賦課額(円) 4,331,557,397 426,054,847 4,757,612,244 

収入額(円) 4,331,557,397 384,545,282 4,716,102,679 

収納率(％) 100.0 90.3 99.1 
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６ 地域包括支援センター 
（１）地域包括支援センター運営 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることがで

きるよう、地域の高齢者の総合相談や権利擁護、地域の支援体制づくり、介護予防の必要な

援助等を行い、高齢者の保健医療の向上、福祉の増進及び地域包括ケアシステムの構築・深

化を図っています。 

近年、高齢者人口の増加や社会情勢の変化に伴い、支援を必要とする高齢者が増加してい

ることから、より地域に密着した活動やネットワーク構築を促進し、地域における高齢者へ

のきめ細かな支援を行うため、平成 30 年 4 月からは市直営の地域包括支援センターに加え、

市内 12 の日常生活圏域に高齢者支援センターを設置しています。 

 

（２）総合相談支援事業 

ア 総合相談件数 

(延件数、単位：件) 
 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

一般相談 834 825 853 
虐待事例 131 107 343 
困難事例 399 514 733 

計 1,364 1,446 1,929 

 

イ 見守りネットワーク連絡会の開催 

身近な町内単位で、見守りや声がけをしながら緊急課題の早期発見・早期対応や安否 

確認を行うシステムづくりを目的としています。メンバーは町内会⾧、町内会役員、民生

児童委員、保健推進員、地区社協等で、事務局は各高齢者支援センターに置いています。 

令和 2 年度は 38 町内に見守りネットワーク連絡会が設置されています。 

 

（３）権利擁護事業 

ア 高齢者虐待防止研修会 

市民及び専門職が高齢者虐待への正しい知識を得ることで、虐待の防止及び早期発見に

つながるよう年 1 回研修会を実施しています。 

 

イ 八戸市高齢者・障がい者虐待対策ケース会議 

高齢者及び障がい者に対する虐待の早期発見･早期対応･防止を目的として、支援策の 

検討や関係機関の連携システムの構築を行うために広く意見を聴取しています。 
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ウ 市民後見推進事業 

認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な市民が成年後見制度を 

適切に利用できる仕組みづくりを進めるとともに、市民後見人が適切に活動できるよう 

支援し、権利擁護の推進を図っています。 

▽開催状況 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 
市民後見人養成研修 ― 実施 ― 

市民後見人フォローアップ研修 
4 回開催 

47 人出席 
3 回開催 

28 人出席 
3 回実施 

41 人出席 
市民後見推進協議会 5 回開催 4 回開催 2 回開催 
市民後見人候補者名簿登録者数 12 人 18 人 18 人 
市民後見人活動者数 5 人 3 人 4 人 

 

エ 八戸市成年後見センター事業 

成年後見制度と日常生活自立支援事業に関する相談支援を行う相談窓口を一元化した 

成年後見センターを設置し、平成 28 年 5 月から八戸市社会福祉協議会に委託し運営してい

ます。成年後見センターは、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担

う中核機関として、「権利擁護総合相談」、「市民後見推進・養成」、「研修・啓発」を行って

います。 

※「市民後見推進・養成」と「研修・啓発」を｢成年後見制度利用促進事業｣として連携

中枢都市圏事業に位置づけています。 

 

オ 成年後見制度利用支援事業 

判断能力が十分でない高齢者で成年後見制度の利用が必要にもかかわらず申立てを行う

親族がいない場合、市⾧による申立てを行うほか、必要経費を負担できない者に対し必要

経費を助成しています。 

▽利用状況 
（単位：件） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 
市⾧申立て件数 15 10 12 

成年後見人等報酬の助成件数 1 1 5 

 

（４）介護予防・生活支援サービス事業 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 

高齢者が要介護状態になることを予防するため、特にそのおそれのある総合事業対象者

及び要支援１・２の方に対し、訪問型サービス、通所型サービスを実施します。 

（ア）訪問型サービス 

（延件数、単位：件） 
 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

介護予防訪問介護相当（延件数） 5,236 5,058 5,097 

緩和型（実人数） 日常生活支援 − 3 3 
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（イ）通所型サービス 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 
介護予防通所介護相当（延件数） 10,707 11,537 11,957 

短
期
集
中
型 

（
実
人
数
） 

運動機能向上 205 人 137 人 95 人 

口腔機能向上 3 人 3 人 2 人 

栄養改善 0 廃止  

総合型介護予防 廃止   

認知症予防 11 人 7 人 9 人 

 

イ 一般介護予防事業 

（ア）介護予防把握事業 

各高齢者支援センターでは、担当する圏域に住む高齢者の心身の状態や生活の実態把

握に努めており、閉じこもりや認知症等により何らかの支援を要する高齢者を発見した

場合は、必要な医療や介護サービス等につなげる支援を行っています。 
 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

把握人数(人) 3,109 3,598 3,741 

 

（イ）介護予防普及啓発事業 

介護予防の基本的な知識の普及啓発を目的に、運動機能向上や認知症予防、低栄養予

防等をテーマとした「介護予防教室」を圏域毎に開催しています。 

また、新型コロナウイルスの影響で、高齢者が介護予防教室や高齢者ほっとサロン等

の介護予防事業への参加や外出そのものを自粛することにより、高齢者の心身機能の低

下が懸念されたため、その対策として介護予防に関するＤＶＤを 1,000 枚作成して配布

しました。 
 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

実施回数(回) 364 351 165 
参加者数(人) 6,903 6,169 2,092 

 

（５）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

ア 包括的支援事業研修会 

地域包括支援センター職員や介護予防ケアマネジメント業務に携わる職員等が、地域包括

ケアを推進するうえで必要な知識・技術を習得するために研修会を開催しています。 
 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

回 数(回) 3 3 3 
参加人数(人) 204 304 152 
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（６）認知症施策の推進 

ア 高齢者福祉合同研修会 

連携中枢都市圏内の 8 市町村合同で実施している研修会で、平成 26 年度から 6 年間は 

認知症に関連した研修内容としています。これまで、認知症初期集中支援チームや、認知 

症地域支援推進員を対象に、若年性認知症をテーマにした研修会を開催し、令和元年度は、

認知症の人の視点を重視した地域づくりについての研修会を開催しました。 
 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

開 催 数 (回) 1 1 中止 
来場者数(人) 196 147 ― 

 

イ あんしんカード事業 

市内に住むおおむね 65 歳以上で、認知症等により道に迷って自宅に帰ることができなく 

なるおそれがある方の情報を事前に登録し、登録者が保護された場合、すみやかにご家族

等に連絡する仕組みを構築しています。 
 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

登録者数(人) 296 321 330 

 

ウ 認知症地域支援推進員 

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関との連携を図るための支援や、認知症の方

やその家族を支援する相談業務を行っています。 

令和 2 年度は、地域包括支援センターに 4 名、介護予防センターに 1 名、各高齢者支援

センターに 1～2 名の認知症地域支援推進員計 24 名を配置しました。また、認知症地域支

援推進員連絡会を開催し、令和元年度の活動報告及び今後の活動方針について確認しまし

た。 

 

エ 認知症初期集中支援チーム 

認知症の早期相談・早期治療を目的として、平成 29 年 10 月に認知症初期集中支援チー

ムを設置し、認知症の方やご家族の支援を行っています。令和 2 年度は、チーム員会議を

5 回実施し、6 件のケースについて支援しました。 
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（７）在宅医療と介護の連携 

ア 医療・介護関係者多職種連携研修会 

医療・介護関係者の多職種を対象に、相互理解や情報の共有等による関係の構築と連携

推進を図ることを目的として年 1 回研修会を開催しています。 

 

イ 医療と介護の多職種連携意見交換会 

介護と医療のより円滑な連携を支援するために、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、 

作業療法士、訪問看護ステーション看護師、医療機関の相談員、介護支援専門員、介護福

祉士、管理栄養士、大学准教授、高齢者支援センター等が参加し、意見交換会を開催して

います。令和 2 年度は 2 回開催しました。 

 

ウ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に対し、切れ目なく在宅医療と介護を提供す

るため、医療・介護関係者間の情報共有ツール「connect８」を運用し、情報共有の支援を行

っています。 

 

（８）生活支援体制整備事業 

多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するため八戸市生活支援体

制整備推進協議会を設置し、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推

進に向けた検討を行っています。 

令和２年度は八戸市生活支援体制整備推進協議会（第 1 層協議体）を 2 回開催しました。 

 

（９）地域ケア会議 

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、個別事例の解決策を検討し高齢者を 

支援するネットワークを構築するとともに、地域の課題を検討しています。 

令和 2 年度は 66 回開催しました。 

 

（１０）指定介護予防支援事業 

要支援１・２の方及び総合事業対象者が適切にサービスを利用することができるよう、 

その心身の状況や置かれている環境、本人・家族の希望等に基づき、介護予防サービス計画

を作成するとともに、効率的にサービスが提供されるよう必要な支援を実施しています。 

 （単位：件） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

年間給付 
管理数 

委託事業所 13,250 12,995 14,587 

地域包括支援センター 4,808 4,625 4,428 

合計 18,058 17,620 19,587 

※ 介護予防ケアマネジメントを含む件数となっています。 

※ 平成 30 年 4 月から、八戸市地域包括支援センターに加え、12 の高齢者支援センターが指定

介護予防支援事業所として給付管理を行っています。 
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７ 介護予防センター 
高齢者が要介護状態になることを予防するため、相談支援や指導等を行うとともに、高齢者

やその家族を支える地域住民、関係者等の介護予防活動の推進を図り、市民の介護予防に係る

意識の向上に資することを目的に、当市における介護予防の拠点として令和２年４月から開設

しています。 

 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 

高齢者が要介護状態になることを予防するため、特にそのおそれのある総合事業対象者

及び要支援１・２の方に対し、管理栄養士が訪問型サービスを実施しています。 

▽訪問型サービス 
（単位：人） 

 年度 30 年度 令和元年度 令和２年度 
短期集中型（実人数） 低栄養改善 ― 2 3 

 

イ 一般介護予防事業 

（ア）介護予防把握事業 

バランステストなどによる体力測定や質問票によるもの忘れチェック、介護予防相談、

栄養相談等を実施しています。 

（単位：人） 
実 施 事 業  令和２年度 

体力測定 80 
もの忘れチェック 42 
介護予防相談 71 
栄養相談 8 
電話相談 45 

 

（イ）介護予防普及啓発事業 

▽介護予防教室 

転倒予防や低栄養予防など、介護が必要な状態にならず、元気で暮らせるよう心身の

機能低下を予防するための教室を開催しています。 
 令和２年度 

実施回数(回) 11 
参加者数(人) 100 

 

▽体操会 

体操やストレッチなどを行うことにより、介護予防の重要性への気づきを促し、自ら

の介護予防につなげる体操会を開催しています。 
 令和２年度 

実施回数(回) 174 
参加者数(人) 1,608 
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▽介護予防冊子の作成と配布 

体操・ストレッチなどの運動や認知症予防、低栄養予防等について掲載した介護予防

冊子「自分でできる介護予防」を 100,000 部作成し、市内全戸に配布しました。 

 

（ウ）地域介護予防活動支援事業 

▽地域回想法 

昔懐かしい写真や生活用具等を用いて、自分自身が体験したことを語り合ったり、過

去のことを思い巡らせたりすることで、認知機能低下の予防を図ります。 

また、地域回想法スクールの修了者が、地域において主体的に介護予防活動を実践で

きるよう支援しています。 

平成 23 年度から事業を開始し、平成 24 年度からは各地区の高齢者を対象に、法人へ

の委託事業として実施してきましたが、令和２年度からは介護予防センターでも実施し

ています。 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

地区（法人への委託） 1 か所 1 か所 中止 
介護予防センターで実施 ― ― 1 クール 

 

▽集いの場 

閉じこもり予防や生きがいづくり、仲間づくり等を目的に、脳の活性化を促すレクリ

エーション等を行っています。 
 令和２年度 

実施回数(回) 64 
参加者数(人) 372 

 

（エ）地域リハビリテーション活動支援事業 

高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止に向け、リハビリテーション職による専門

的な助言指導を行っています。 
 令和元年度 令和２年度 

ケアプラン点検等(件) 1 2 
介護予防アセスメント支援事業(件） 4 0 

地域ケア会議への出席(回） 4 1 

 

（２）認知症施策の推進 

ア 認知症本人のつどい 

軽度の認知機能低下がある方を対象に、本人同士が情報共有する場を設け、閉じこもり

予防や仲間づくりを目指します。 
 令和２年度 

実施回数(回) 4 
参加者数(人) 4 
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イ 家族のつどい 

認知症を介護する家族同士がお互いの体験を語り合い、精神的な負担や不安の解消を図

る家族のつどいを開催する会場を提供し協力しています。 
 令和２年度 

実施回数(回) 3 
参加者数(人) 42 

 

（３）その他 

ア 家族介護教室 

高齢者を介護する家族が、在宅介護に関する正しい知識のほか、福祉サービス及び介護

保険制度についての情報を得ることにより、介護負担軽減や高齢者虐待防止を図ります。 
 令和２年度 

実施回数(回) 5 
参加者数(人) 41 

 

イ 認知症フォーラム 

市民が認知症について正しく理解し、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの

重要性を理解するほか、認知症に関わる関係機関が連携を深めることを目的に、講演会等

を行っています。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
開催回数(回) 1 1 中止 
来場者数(人) 213 219 ― 

 

ウ 認知症サポーター養成 

認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を支援する認知症サポーターを、学校や職

場、地域等で養成しています。また、認知症サポーターを養成する講師であるキャラバ

ン・メイトの活動を支援しています。 

平成 18 年度からこれまで、20,022 人の認知症サポーターを養成しました。 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

講座開催数(回) 58 56 8 
サポーター養成数(人) 2,023 1,734 163 

 


