レイカディア滋賀プラン改定案の概要
序章
１

計画の策定にあたって

２

計画策定の趣旨

○認知症高齢者の顕在化、団塊の世代が
高齢者の仲間入りするなどの課題や介護
保険制度の見直しに対応するため、レイ
カディア滋賀プランを平成１８年３月に
策定
○その後の高齢者を取り巻く新たな課題
に対応するため、今回改定を行う。

計画の性格

３

○レイカディア構想の「政策指針」と法定計画の「老人福祉
計画」、「介護保険事業支援計画」を一体化した、本県の高
齢者施策に関する総合的な計画

計画の期間

４

○平成２１年度から平成２３年度まで
の３か年の計画

・介護保険法第116条：厚生労働大臣は介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
・同法第117条：市町村は介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(介護保険事業計画)を定める。
参・同法第118条：都道府県は介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(介護保険事業支援計画)を定める。
①介護保険施設等の必要定員総数、その他介護給付等対象サービスの量の見込み
考
②介護保険施設等における生活改善を図るための事業に関する事項 ③介護サービス情報の公表に関する事項
④介護サービス等従事者確保・資質向上 ⑤介護給付対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
⑥その他都道府県が必要と認める事項

５

計画の構成

○基本構想
平成２７年（２０１５年）の高齢者
の姿を展望して「基本理念」、「基本
目標」を定める。
○実施計画
平成２１年度〜平成２３年度におい
て県が行う取り組みを明らかにする。

保健福祉圏域

○現在の計画と同
様の７保健福祉圏域
（大津、湖南、甲
賀、東近江、湖東、
湖北、湖西）

＜基本構想＞
第１章

高齢者を取り巻く状況
２

１

○急激な高齢化
高齢化率（65歳以上人口の割合）
H20.10 19.7%
○高齢期の長期化
75歳以上人口の割合 H20.10 9.4%

第２章
１

高齢者の状況

３

高齢化の進展とその特徴
○要介護等高齢者の増加
要介護等認定率（第１号被保険者）
H15 14.0% → H19 15.1%
○認知症高齢者は要介護等高齢者の約半数
○高齢者のみ世帯の増加

計画のめざすもの

２

基本理念
みんなで創りあげる
「レイカディア〜湖の理想郷」

第３章

県民の意識

４

○高齢期の生活
不安がある人が８割強
○介護されたい場所
住み慣れた自宅
○高い就業意欲・活動意欲

基本目標

３

（１）「元気で活動的な８５歳」への仕組みづくり
（２）住みよい明るい地域づくり
（３）人が生き・活かされる社会づくり
（４）支え合い、ともに築き上げる理想郷づくり

社会の変化

５

○予防重視型システムの確立など介護保険制度の見直し
○長寿医療制度創設
○医療制度改革に伴う療養病床再編成の動き

４

元気創造滋賀モデル

○県の団塊の世代は約７万人
○多様な価値観を持った団塊の世代は
平成２７年（２０１５年)には６５歳
以上になりきる

３つの指標

①レイカディア指標（平成２６年度目標）
健康長寿社会の実現と安心システムの構築に向けた取り
組みの成果を評価する「２０１５年の将来像を示す指標」
②ともに目指そう指標（平成２３年度目標）
協働・連携による取り組みの成果を評価する「協働と参
画の取り組み努力をはかる指標」
③介護サービス等整備目標値（平成２３年度目標）

滋賀県では、元気で活動的な８５歳を目指して高齢者
のチャレンジを支援する仕組みづくりとレイカディアを
具現化する拠点づくりを進めるよう努めます。

基本的な考え方と取り組みの重点的方向

基本的な考え方〜３つの視点
県民、事業者、市町、県等がともに手を携えて取り組みを進めるた
め誰もが重視しなければならない３つの視点
２
(1) 自立
レイカディア指標
①日常生活の充実度
H26年度
90%
②健康寿命
H26年度 男性 79.3 女性 86.1
(2) 社会参加
レイカディア指標
①高齢者の仕事以外の活動度
H26年度 80%
②高齢者の就業状況
H26年度 30%
(3) セーフティネット
レイカディア指標
①高齢期の生活の安心度
H26年度 50%

団塊の世代

１

＜実施計画＞
第４章

(１) 健康長寿の促進
と元気創造

(２) みんなで支える
長寿社会の構築

(３) 高齢者の尊厳の保持

(４)

サービス基盤の整備

高齢者が健康で生き
いきとした生活をでき
るだけ長く継続できる
ための取り組みを進め
ます。

介護や支援が必要に
なっても住み慣れた地
域で暮らし続けられる
ための取り組みを進め
ます。

高齢者が個人として尊
重されその人らしく暮ら
していけるための取り組
みを進めます。

介護予防サービスの充
実、介護や支援が必要な高
齢者が必要なサービスを必
要に応じて利用できるため
の取り組みや介護人材の確
保・定着を図るための取り
組みを進めます。

(５) 利用者本位のサービ
ス提供の推進
介護や支援が必要な高齢
者がニーズに応じた質の高
いサービスを効果的に提供
される仕組みづくりへの取
り組みを進めます。

平２１年度から平成２３年度において県が行う高齢者施策の取り組み〜５つの「取り組みの重点的方向」を踏まえた具体的な方向性（ともに目指そう指標を設定）

保健福祉サービスの状況

○介護保険サービス
訪問介護や通所介護、短期入所等の居宅サービスの利用割合が高い。
介護保険施設への入所希望は高い状態が続いている。
○地域支援事業
すべての市町においてそれぞれの地域の実情にあわせた取り組みが進んで
いる。
○保健サービス
従来の老人保健事業は、特定健康診査・特定保健指導を含む「高齢者の医
療の確保に関する法律」に定められたもの以外は、健康増進法に基づく健康
増進事業として引き続き市町が実施している。

第５章

取り組みの重点的方向

計画期間における高齢者の状況

○高齢化率
H20年度 19.7% → H23年度 20.5％ → H26年度 22.6％
○要介護認定率(第２号被保険者含む）
H19年度 15.6％ → H23年度 16.6％ → H26年度 16.5％

第６章 健康長寿の促
進と元気創造

第７章 みんなで支え 第８章
る長寿社会の構築
の保持

○生きがいづくりの推進
○健康づくりの推進
○県民主導の介護予防の推進

○地域共生の社会づくり
○地域ケアシステムの構築
○生活環境の整備

第11章
１

高齢者の尊厳

○認知症高齢者対策の推進
○権利擁護の取り組みの推進

第９章
の整備

サービス基盤

○サービス提供体制の整備
（サービス整備目標値）
○保健福祉サービス従事者の
確保

第10章 利用者本位の
サービス提供の推進
○保健福祉従事者の専門的
資質の向上
○サービスの質の確保と向上
○サービス選択を可能にする
仕組みづくり

計画の円滑な推進のために
２

推進体制

県だけでなく、県民や地域、ＮＰＯ、ボランティア、関係団体、市町等とがパー
トナーシップのもと、それぞれの立場で役割と責任を分担し、協働・連携のもと一
体となって取り組みを推進します。

1

進行管理と評価

計画の達成状況については、あらかじめ設定され
た指標等を用いて進行管理に努めます。

５つの「取り組みの重点的方向」を踏まえた具体的な施策の方向性（平成２１〜２３年度）
１

健康長寿の促進と元気創造

ともに目指そう指標

①高齢者を中心とした社会活動グループの累計登録数
平成１９年度 ５３６グループ → 平成２３年度 ５６６グループ

＜第６章＞

(1) 生きがいづくりの推進
・高齢期の生活が健やかで心豊かになるよう、生涯学習・生涯スポーツ、高齢者組織や人財の育
成、就労支援を進めます。
(2) 健康づくりの推進
・一人ひとりのライフステージに応じた総合的な健康づくりを進めます。
(3) 県民主導の介護予防の推進
・すべての県民が自主的･継続的に介護予防に取り組み、自分のライフスタイルとしていけるよ
う、「県民主導の介護予防」を進めます。

②県民が特定健康診査を受診する割合（４０歳以上７５歳未満の対象者）
平成２４年度 ７０．０％
③地域支援事業（介護予防事業）の特定高齢者施策（通所型介護予防事業および訪問型
介護予防事業）に参加した高齢者数
平成１９年度 １，７４８人 → 平成２３年度 ３，５００人

①地域ふれあい介護施設の整備数
平成１９年度 ５５箇所 → 平成２３年度 ７８箇所

２

みんなで支える長寿社会の構築

＜第７章＞

②保健福祉圏域ごとの認知症ケアに関わる保健・医療・福祉の専門職による顔の見える
ネットワークの形成
平成１９年度 ３圏域
→ 平成２３年度 ７圏域

(1) 地域共生の社会づくり
・県民の意識を高め、高齢者を地域全体で支える仕組みづくりを進めます。
(2) 地域ケアシステムの構築
・高齢者が地域において安心して生活が送れるよう、地域ケアを推進するとともに在宅医療の
強化を図ります。
(3) 生活環境の整備
・高齢者に配慮した居住環境の確保や安全な生活環境の整備を進めます。

３

高齢者の尊厳の保持

③介護保険施設・指定事業所において減災のためのマニュアルを作成している施設の割合
介護保険施設・指定事業所
平成１９年度 ３７．７％ → 平成２３年度 ６０％
社会福祉施設
平成１９年度 ６６．０％ → 平成２３年度 １００％
①認知症相談医の登録
平成１９年度 ２３３人

＜第８章＞

(1) 認知症高齢者対策の推進
・認知症の人と家族を支援するために、早期発見・早期対応の体制整備や認知症の人に対する
介護技術の普及を図ります。
(2) 権利擁護の取り組みの推進
・高齢者が尊厳を持って暮らしていけるよう、虐待防止や権利擁護の取り組みを進めます。

４

サービス基盤の整備

利用者本位のサービス提供の推進

平成２３年度

２６０人

②高齢者成年後見支援センターにおける高齢者虐待・成年後見相談件数
平成１９年度 ７０件／年 → 平成２３年度 １００件／年
③身体拘束をしていない介護保険施設・事業所の割合
平成１９年度 ４８．８％ → 平成２３年度 １００％
①介護保険サービスの利用者の割合
○介護保険施設および居住系サービス利用者の要介護２〜５の認定者に占める割合
平成１９年度 ３２．４％ → 平成２３年度 ３５％以下 → 平成２６年度 ３５％以下
○介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設利用者のうち要介護４〜５の認定者が
占める割合
平成１９年度 ５７．８％ → 平成２３年度 ６２％以上 → 平成２６年度 ７１％以上
②個室ユニットケア型施設の整備割合
○介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設の定員数のうち個室ユニットケア型
施設の定員数の割合
平成１９年度 １８．９％ → 平成２３年度 ３５％以上 → 平成２６年度 ５６％以上
○指定介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設の定員数のうち個室ユニット
ケア型施設の定員数の割合
平成１９年度 ３０．２％ →
平成２３年度 ４７％以上 → 平成２６年度 ７６％以上
③介護職員のうち介護福祉士が占める割合
平成１８年度 ２６．３％ →
平成２３年度 ３１％

＜第９章＞

(1) サービス提供体制の整備
・特別養護老人ホームをはじめとしたサービス提供体制の整備を進めます。
・介護保険施設等の個室ユニットケア施設の整備を推進します。
・療養病床の再編成にあたっては、入院患者や家族が不安を抱くことなく転換が円滑に図られ
るよう指導、助言や情報提供に努めます。
(2) 保健福祉サービス従事者の確保
・介護人材が不足している現状を踏まえ、日々多様化、高度化していく介護ニーズに的確に対
応できるよう、介護人材の確保・定着を図るための取り組みを進めます。

５

→

＜第10章＞

①認知症専門指導師の認証数
平成１９年度 １６人
→

(1) 保健福祉サービス従事者の専門的資質の向上
・研修の充実など、保健福祉サービス従事者の質の向上を進めます。
(2) サービスの質の確保と向上
・事業者自身のサービスの質の向上に向けた取り組みを進めます。
(3) サービス選択を可能にする仕組みづくり
・利用者自身がサービスを選択できるよう、「介護サービス情報の公表」や様々な情報提供、
広報啓発活動を推進します。

平成２３年度 ２１人

②介護サービス事業者の自己評価の実施率
平成１９年度 ７４．８％ → 平成２３年度 １００％
③介護サービス情報の公表サイトへのアクセス数
平成１９年度 ２４，３１８件／年 → 平成２３年度 ３０，０００件／年

2

