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は じ め に 

 

 
わが国の高齢化は今後さらに進むことが予測されており、福

崎町においても例外ではなく、平成 25 年には高齢化率が 25％

を越えました。今後も高齢化率は上昇し、3 人に 1 人は高齢者

という状況が迫ってきています。 

また、社会・経済情勢の変動等もあいまって、高齢化の進行

が国民に広範な影響を及ぼし始めています。 

 高齢者人口の増加は、医療や介護等の支援を必要とする人が

増える事でもあり、膨らみ続ける介護サービスの需要への対策

と高齢者を地域で支える仕組みづくりが大きな課題の一つで

あると言えます。 

 

 さて、この度平成 27 年度から平成 29 年度を計画期間とする「第６期福崎町ゴー

ルドサルビアプラン（高齢者福祉計画及び介護保険事業計画）」を策定いたしました。 

この計画は、新たに「支え合い いつまでも安心して暮らせるまち ふくさき」

という基本理念を掲げ、福崎町のすべての高齢者が、重度な要介護状態になっても

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まちづくりが実現するこ

とを目指しています。 

 この計画の推進にあたっては、地域包括ケアシステムの構築に向け、福崎町が以

前から取り組んでいる地域総合援護システムとの調和を図りながら進めていくこと

としております。 

 最後になりましたが、本計画の策定にあたり、熱心にご協議いただきました福崎

町介護保険運営協議会の委員の皆様、アンケート調査にご協力いただき、貴重なご

意見、ご助言をいただきました町民の皆様に対しまして厚くお礼申し上げるととも

に、今後の介護保険事業の推進に一層のご理解とご協力を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 

福崎町長 嶋田 正義 
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１. 計画策定の趣旨 

平成２６年２月の日本の人口は１億２，７１８万人で（総務省統計局）、その内６５歳以上の高

齢者の人口は３，２２７万人となっています。高齢化率は２５．４％で、少子化による若年人口の

減少と平均寿命の延伸により、介護保険制度が始まった平成１２年４月の高齢化率１７．１％から

大きく増加をしています。 

そして今後、日本では人口減少と高齢者人口の増加が予測されており、平成３７年の高齢化率は

３０．３％まで達すると見込まれています（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

（平成２４年１月推計）出生中位（死亡中位））。 

こうした状況の中、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして創設された介護保険は、創

設当初の給付総費用額３．６兆円から平成２６年には１０兆円（当初予算（案））と大きく膨らみ、

制度の持続可能性を確保するために、重点化や効率化が必要な状況に迫られています。 

こういった背景から、平成２６年６月に、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す

るための関係法律の整備等に関する法律」（「医療介護総合推進法」）が成立し、一定以上所得があ

る人の自己負担を２ 割に引き上げることや、特別養護老人ホームの入所対象の厳格化、低所得者

に対する食費・居住費の補助である補足給付に資産要件を設定するといった介護サービスの給付抑

制と、予防給付の一部を地域支援事業に移行し介護予防の充実を図ることとされました。 

また、第６期介護保険事業計画の策定にあたっては、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる２

０２５年（平成３７年）までのサービス水準や給付費、保険料の水準を推計し、中期的な視点から

施策の展開を図ることとされました。 

福崎町においても、これまでに福崎町ゴールドサルビアプランを策定し、介護予防の取り組みや

総合的な相談窓口としての地域包括支援センターの充実に取り組んできました。今後は、ますます

顕著となる超高齢化社会に向けて、住み慣れた福崎町に安心して住み続けることができるよう、医

療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築にむけ、

地域住民の自主性、主体性を尊重する「第６期福崎町ゴールドサルビアプラン」を策定します。 

 

 

２. 計画の位置づけ 

老人福祉法第 20 条の８の規定に基づき、高齢者福祉事業に関する施策の方向性等に関する事項

を定める高齢者福祉計画と、介護保険法第 117 条の規定に基づき、要支援・要介護認定者の人数、

介護予防サービスや介護サービスの利用意向などを勘案し必要なサービス量を見込み、サービスの

提供体制を確保するなど、介護保険事業の円滑な実施に関する事項を定める介護保険事業計画から

なります。 

福崎町では、生きがいづくりや支えあいの地域づくり、安心して暮らせる生活環境づくりなど、

高齢者を支援するさまざまな施策に関する方向性を明らかにするため、高齢者福祉計画を柱として、

介護保険事業計画を内包する形で策定するものとします。 

第１章 計画策定にあたって 
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３. 計画期間 

この計画は、平成27年度を初年度とし、平成29年度を目標とする３年間を計画期間とします。 

 また、本計画は平成 29 年度に見直しを行い、平成 30 年度を初年度とする第７期計画を策定す

る予定です。 

 

 

 

４. 日常生活圏域の設定 

福崎町の人口規模が、国の想定する「日常生活圏域」の規模（対象人口2～3万人）とおおむね

合致していることなどを踏まえ、第５期計画に引き続き福崎町全域を１つの日常生活圏域として設

定します。 

 

 

５. 計画の策定体制 

計画の策定にあたって、福崎町の第１号被保険者全員へアンケート調査を行い、高齢者の生活実

態や各種サービスに関する利用意向などの把握に努めるとともに、介護保険被保険者代表、保健・

医療・福祉関係者、町議会代表者、行政関係者等によって構成される福崎町介護保険運営協議会に

おいて、施策の方向性や素案を審議・検討し策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

第４期計画
（平成２１～２３年度）

第５期計画
（平成２４～２６年度）

第６期計画
（平成２７～２９年度）

見直し

見直し

見直し

年
度

計
画
期
間

第１期計画
（平成１２～１６年度）

第２期計画
（平成１５～１９年度）

第３期計画
（平成１８～２０年度）

見直し

見直し
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１. 福崎町の人口 

（1）年齢別人口と高齢化率の推移 

福崎町の総人口は、ほぼ横ばいに推移していますが、高齢化率（人口に対する 65 歳以上の割合）は増

加傾向にあり、平成 25 年には 25%を超えています。 

 
資料：国勢調査、平成 24～26年は住民基本台帳+外国人登録（10月 1日） 

 
（2）年齢区分別人口比率 

平成 26 年 1 月 1 日現在の年齢区分別人口比率では、福崎町の高齢化率は 25.3%となっており、国や兵

庫県より高くなっています。また、年少人口の割合も国や兵庫県より高く、14.2%となっています。 

 
資料：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成 26年 1月 1日現在） 
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第２章 高齢者を取り巻く現状 
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（3）年齢別人口と高齢化率の将来予測 

福崎町の人口の将来予測をみると、人口全体では緩やかな減少傾向にありますが、高齢化率は増加

傾向にあり、平成 29 年度では 27.3％、平成 37 年度には 28.8％となる見込みです。 

 
資料：住民基本台帳及び外国人登録人口（平成 21～25年）を基にコーホート変化率法にて推計 

 

 
 

２. 世帯状況 

（1）世帯状況の推移 

福崎町では全世帯が増加していますが、その内、高齢者のいる世帯も増加しており、特に「高齢者ひと

り暮らし世帯」と「高齢者夫婦のみ世帯」の増加率が高く、平成 17 年から平成 22 年にかけて 50%以上の増

加となっています。 

 

 

資料：平成 22年国勢調査 

 

 

 

2,750 2,730 2,715 2,651 2,557 
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世帯数 5,688 6,626 116.5%
比率 100.0% 100.0% -

世帯数 2,495 2,957 118.5%
比率 43.9% 44.6% -

世帯数 316 531 168.0%
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その他高齢者世帯



 5 

（2）高齢者のいる世帯の状況の比較 

高齢者のいる世帯の割合（平成 22 年）を国・兵庫県と比較すると、高齢者のいる世帯の割合は、福崎

町で高くなっていますが、「高齢者ひとり暮らし世帯」と「高齢者夫婦のみ世帯」に関しては、国や兵庫県よ

り低い割合となっています。 

 
資料：平成 22年国勢調査 

 

３. 要介護認定者の状況 

（1）要介護認定者数の推移 

 福崎町の要介護認定者数は、年々増加傾向にあり、平成 26 年度（見込み）は 897 人となっており、平成

21 年度と比べると約 22%増加しています。 

 

 
資料：介護保険事業状況報告 各年度 3月月報 
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（2）要介護度別比率 

 平成 26 年 3 月の要支援・要介護認定者の要介護度別比率を国・兵庫県と比較すると、特に「要介護 1」

で福崎町の比率が高く、兵庫県が 17%台に対し、23.0%となっています。 

 

 
資料：介護保険事業状況報告 平成 26年 3月月報 

（注）介護保険給付費の比率は四捨五入のため、合計が 100%にならない場合がある 

 

（３）要介護認定率の推移 

 要介護認定率（65 歳以上人口に対する、要介護認定者数の割合）は上昇傾向にあり、平成 25 年度は

17.0%となっています。 

 国や兵庫県と比較すると、国とほぼ同様の推移となっており、兵庫県よりは低い水準で推移しています。 

 

 
資料：介護保険事業状況報告 各年度 3月月報 
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（4）要介護認定者数の将来予測 

 福崎町の要介護認定者数の将来予測をみると、年々増加することが予測され、平成 32 年度には 1,000

人を超え、平成 37 年度には 1,126 人に達すると見込まれています。 

 

 
資料：介護保険事業計画ワークシート（厚生労働省） 
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４. 介護保険給付費の状況 

（1）介護保険給付費の推移 

 福崎町の介護保険給付費は増加傾向となっています。特に平成 23 年度に大幅に増加していますが、こ

れは第 5 期介護保険事業計画に基づき、小規模多機能型居宅介護が 1 事業所開設したことによります。

平成 26 年度（見込み）は約 12 億円となっており、平成 21 年度の約 1.2 倍となっています。 

 

 
資料：介護保険事業状況報告 年報 

※ 高額介護サービス費等、特定入所者介護、審査支払手数料は含まない 

 

（２）介護保険給付費の比較 

 介護保険給付費を国・兵庫県と比較すると、福崎町では地域密着型サービスの割合が比較的高くなっ

ています。 

 
資料：介護保険事業状況報告 年報 
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５. 高齢者に関わる主な事業の実施状況 

（1）主な福祉事業の実施状況 

 主な福祉事業の実施状況については次のとおりです。 

 

■主な福祉事業の実施状況 

  平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込み） 

生活支援ホームヘルプサービス 利用者数 7  5  5  

一人暮らし高齢者配食サービス 

（ふくちゃん弁当） 
延人数（人） 1,725  1,736  1,747 

緊急通報システム 
新規取付（件） 8  11  12  

総利用者数（人） 1,254  1,108  1,080  

いきいきデイサービス 

（一般高齢者） 
すみよしの郷 延利用者総数（人） 310  284  472  

外出支援サービス 延利用者総数（人） 959  1,032  963  

日常生活用具の給付事業 自動消火器（件） 1  4  3  

福祉電話貸与 既設置台数（台） 1  3  4  

長寿祝金等 

88 歳（人） 83  89  86  

77 歳（人） 167  182  192 

金婚夫婦（組） 27  32  45  

人生 80 年いきいき住宅助成 
利用件数 

（件） 

特別型 9  6  7  

一般型 8  5  5  

増改築型 11  5  4  

 

 

（２）地域支援事業の実施状況 

①介護予防事業 

ア.二次予防事業対象者把握数 

 生活機能が低下している方を予防活動に参加勧奨するために行う二次予防事業対象者把握事業につ

いては、日常生活圏域ニーズ調査や高齢者インフルエンザ予防接種案内等を利用するなど、できる限り

多くの方に周知し、新規に対象者となる方等の把握に努めています。 

 

■二次予防事業対象者把握数 

把握経路 平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込み） 

日常生活圏域ニーズ調査 相談人数（人） 0  1,381  0  

その他 相談人数（人） 1,636  0  1,500  

合計 相談人数（人） 1,636  1,381  1,500  

介護予防プラン作成件数 相談人数（人） 1,487  1,564  1,620  
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イ.二次予防事業 

 二次予防事業には、地域包括支援センターが直接行う事業や、社会福祉協議会に委託する事業があり

ます。 

介護予防・日常生活支援事業開始に向け、介護予防効果のある事業とするため、事業の見直し・内容

の改善に取り組むとともに、要支援者の受入準備に取り組んでいます。 

 

■二次予防事業 

事業名 実施場所 単位 平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込み） 

筋力トレーニング 

「転倒予防教室」 
保健センター 

回数（回） 44  48  50  

実人数（人） 41  34  60  

延人数（人） 808  690  480  

転倒予防教教室ＯＢ会 保健センター 

回数（回） 49  49   

実人数（人） 37  37   

延人数（人） 821  945   

いきいきデイサービス 

二次予防教室 

デイサービスセンター 

すみよしの郷 

回数（回） 48  50  50  

実人数（人） 37  32  30  

延人数（人） 654  576  1,400  

二次予防高齢者訪問 
二次予防事業 

対象者宅 

実人数（人） 15  2  12  

延人数（人） 60  6  48  

 

 

ウ.一次予防事業 

 一次予防事業は、地域包括支援センターが直接行う事業、保健センターが行う事業と社会福祉協議会

や事業者に委託する事業があります。 

元気な高齢者が活躍する場として、地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を推進するた

め、事業の見直しと改善に取り組んでいます。 

 

■一次予防事業 

事業名 実施場所 単位 平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込み） 

男性の料理 

いろは教室 
保健センター 

回数（回） 12  12  12  

実人数（人） 24  23  20  

延人数（人） 186  143  160  

生き生き音楽クラブ 保健センター 

回数（回） 48  41   

実人数（人） 4  3   

延人数（人） 149  110   

地域ふくろうの会 各地区公民館 

回数（回） 32  60  63  

実人数（人） 107  162  133  

延人数（人） 534  1,126  1,050  

貯筋クラブ 町体育館 

回数（回） 24  24   

実人数（人） 47  28   

延人数（人） 455  213   



 11 

頭・はつらつ会 文珠荘 

回数（回） 48  50  50  

実人数（人） 22  23  30  

延人数（人） 647  589  700  

粋々倶楽部 
特別養護老人ホーム 

サルビア荘 

回数（回） 50  50  50  

実人数（人） 11  12  15  

延人数（人） 479  414  500  

はつらつ大学 脳楽部 

サルビア会館 

文化センター 

保健センター 

回数（回） 71  74  76  

実人数（人） 71  70  100  

延人数（人） 1,234  1,462  2,150  

老人会健康教室 

（出前講座） 

各地区公民館・ 

保健センター 

回数（回） 5  5  4  

実人数（人） 221  178  100  

延人数（人） 221  178  100  

巡回ミニデイ講座 各地区公民館 

回数（回） 35  0  35  

実人数（人） 758  0  800  

延人数（人） 758  0  800  

認知症サポーター 

養成講座 
各地域等 

回数（回） 2  4  35  

実人数（人） 92  70  800  

延人数（人） 92  190  800  

介護予防サポーター 

養成講座 
保健センター 

回数（回） 0  4  2  

実人数（人） 0  64  20  

延人数（人） 0  176  40  

登録数 9  9  15  

地域介護予防活動支援 

補助金 

地域介護予防教室事業 件数（件） 23  28  32  

地域介護予防 

ふれあい事業 
件数（件） 14  14  16  

 

 

②包括的支援事業 

ア.地域におけるネットワーク 

 地域におけるネットワークについては、地域包括ケア会議、要保護者対策地域協議会、介護支援専門

員連絡会など、各種会議を実施しています。 

 

■地域におけるネットワーク 

会議名 内容 構成員 

地域包括ケア会議 処遇困難事例等の検討 
民生委員、サービス機関、健康福祉事務所、社会福祉

協議会等の実務者 

要保護者対策地域協議会 
要保護者に関する処遇検討、発

生予防、早期発見等 

児童、配偶者、高齢者、障害者等の虐待を含む要保護

者に関わる機関の代表者及び実務者 

介護支援専門員連絡会 
介護支援専門員間の情報交換、

事例検討会 
指定居宅支援事業所の介護支援専門員 
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イ.総合相談支援 

 総合相談支援は、地域包括支援センター、社会福祉協議会で受付け、連携をとりながらその対応を行っ

ています。 

 相談方法は電話が多くなっていますが、来初に加え、必要に応じて訪問相談も実施しています。相談は、

介護保険に関することだけではなく、生活問題やその他の福祉サービスに関することも多くなっています。 

 

■総合相談支援 

  （人） 平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込み） 

相談件数 
実人数 1,067  1,141  1,100  

延人数 1,865  2,067  2,000  

相談方法 

来所 552  589  550  

電話 755  943  950  

訪問 558  535  500  

その他  0 0  0  

合計 1,865  2,067  2,000  

相談内容 

介護方法 498  342  340  

介護申請 238  320  350  

介護保険認定調査 230  168  170  

認定結果説明 209  133  140  

虐待・権利擁護 24  3  5  

生活全般 186  157  160  

実態把握 247  96  100  

その他福祉サービス 232  848  735  

合計 1,864  2,067  2,000  
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ウ.権利擁護事業 

高齢者虐待を、早期に発見・対応できるよう、民生委員や関係機関等との連携に努め、相談を受けた

場合には、事実確認を行うとともに、介護サービス調整や施設等への入所措置等を行っています。 

また、成年後見人制度の普及や利用のための支援も行っています。 

 

 

■高齢者虐待に対する対応状況 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
（Ｈ26 月 9 月末現在） 

養
護
者
に
よ
る
虐
待 

実件数（件） 9 3 0 

相談者・通報者 

本人 3 0 0 

虐待者 0 0 0 

家族、親族 1 0 0 

民生委員等地域住民 1 0 0 

サービス事業者 1 2 0 

関係機関 6 2 0 

虐待の種類（重複） 

身体的 5 0 0 

心理的 3 1 0 

介護・世話の放棄 0 1 0 

性的 0 0 0 

経済的 4 2 0 

対応状況（複数） 

事実確認 7 3 0 

立ち入り調査 0 0 0 

施設等への入所 1 2 0 

成年後見制度利用 0 1 0 

在宅サービス利用開始 1 0 0 

その他/情報共有 2 2 0 

施設等従事者からの虐待（件） 0 0 0 
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③任意事業 

 任意事業として、介護相談員派遣事業、やすらぎ訪問、在宅老人介護手当及び家族介護慰労金支給等

を実施しています。介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けて事業の見直し・内容の改善に取り

組んでいます。 

 

■任意事業 

事業名 内容 単位 平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込み） 

介護相談員派遣

事業 

介護保険サービスを利用

中の方に対し、介護相談員

が相談に応じ、不安解消を図

るととともに、適正なサービス

提供を支援する。 

施設 
訪問施設（箇所） 2  3  3  

訪問回数（回） 24  24  24  

在宅 
訪問実人員（人） 7  33  10  

訪問延人数（人） 17  87  24  

やすらぎ訪問 

やすらぎ支援員が認知症高齢者の

自宅を訪問し、見守りや話し相手を行

う。 

実人数（人） 12  15  15  

延回数（回） 443  585  600  

延時間（時間） 533  660  700  

在宅老人介護手

当及び家族介護

慰労金支給 

要介護度 4・5 に認定された高齢者

を在宅で介護している人に介護手当を

支給。また、介護保険サービスを利用

しない対象者を介護している人に慰労

金を支給。 

実人数（人） 95  104  105  

延人数（人） 722  743  750  

慰労金（件） 2  1  1  

介護用品購入 

助成事業 

要介護 4 以上の方の在宅介護にかか

る用品購入費を助成することにより介

護負担の軽減を図る。 
実人員(人) 64 65 80 
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６. アンケート調査からみる現状 

（1）調査の概要 

 

①調査の目的 

本調査は、福崎町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定するにあたって、高齢者や要介護認

定者の方の生活状況やサービスニーズなどを把握するとともに、より地域の実情に応じた各サービス量

の設定のために、日常生活圏域ニーズ調査を実施しました。 

 

②調査対象者 

平成 25 年 11 月 1 日現在、福崎町の第 1 号被保険者の方全員 

 

③調査期間 

平成 26 年 1 月 10 日（金）～1 月 24 日（金） 

 

④調査方法 

郵送配布、郵送回収 

 

⑤回収結果 

 

 調査対象者数 

（調査票配布数） 
回収数 回収率 

合計 4,840 3,254 67.0% 
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（2）調査の結果概要 

①回答者の属性 

Ⅰ.年齢構成 

 

 

Ⅱ.性別 

 

 

 

Ⅲ.居住している区域 

 
 

 

 

 

 

単位（上段：人 下段：%)

 合計 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上 無回答

3,254 849 779 585 484 333 163 61

100.0 26.1 23.9 18.0 14.9 10.2 5.0 1.9

1,390 403 356 255 194 123 55 4

100.0 29.0 25.6 18.3 14.0 8.8 4.0 0.3

1,755 437 416 317 273 200 106 6

100.0 24.9 23.7 18.1 15.6 11.4 6.0 0.3

全体

男

女

男

42.7%

女

53.9%

無回答

3.3%

性別は <SA>

（Ｎ＝3254）

単位（上段：人 下段：%)

 合計 八千種 田原 福崎 高岡 無回答

3,254 555 1,078 1,288 251 82

100.0 17.1 33.1 39.6 7.7 2.5

1,390 238 480 560 105 7

100.0 17.1 34.5 40.3 7.6 0.5

1,755 302 577 711 142 23

100.0 17.2 32.9 40.5 8.1 1.3

全体

男

女
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②調査結果の概要 

Ⅰ.ご家族や生活状況について 

・家族などとの同居が約 8 割 （80.9%）で、一人暮らしは、約１割（12.4%）となっている。 

・現在、何らかの介護を受けている 人は約 1 割（11.4%）で、介護・介助は必要ない人は約 7 割（68.7%）。 

・老老介護（介護を受ける人も、する人も高齢者）の割合は約 4 割（39.4%）となっている。 

・現在の暮らしが苦しいと感じている人は約 5 割（54.7%）。 

 

Ⅱ.運動や外出について 

・外出を控えている人は約 3 割（27.8%）。 

・外出を控えている最も多い理由は、足腰などの痛みで約 5 割強（55.5%）。 

・外出する際の移動手段で最も多いのが、自動車（自分で運転）で約 5 割（52.1%） 

 

Ⅲ.転倒予防について 

・転倒に対する不安を抱えている人は約 4 割（45.4%）。 

・転倒予防のため、杖を使っている人は約 2 割（16.1%）。 

 

Ⅳ.口腔・栄養について 

・歯磨きを毎日している人は約 9 割（86.2%）。 

・入れ歯の使用者は約 6 割（57.5%）。 

・１日の食事を朝昼晩と３回とっている人が約 9 割（93.5%）。 

・毎日、共食（誰かと食事をともにする）している人は約 6 割（60.9%） 

 

Ⅴ.物忘れについて 

・周りの人から物忘れがあると言われる人の割合は約 2 割（22.6%）。 

 

Ⅵ.日常生活について 

・バス・電車・自家用車を使用しての一人での外出や、自分で日用品の買物をしている人は約 7 割。 

・自分で食事の用意をしている人は約 6 割（55.3%） 

・家事全般ができている人は約 7 割（74.1%）。 

 

Ⅶ.社会参加について 

・約 7 割の人が趣味や生きがいをもっている。 

・参加している会やグループで、割合が比較的高いのは「自治会」や「老人クラブ」となっている。 

・参加している活動（社会参加活動や仕事）で、割合が比較的高いのは「地域の生活環境の改善（美化）

活動」となっている。 

・まわりの人との助け合いの状況では、「心配や愚痴を聞いてくれる人」・「反対に心配や愚痴を聞いて

あげる人」、「病気で数日寝込んだときに看病や世話をしてくれる人」・「反対に看病や世話をしてあげる

人」は、いずれにおいても「配偶者」が最も多くなっている。 

・家族や友人・知人以外の相談相手では、「そのような人はいない」が最も多く約 3 割（31.9%）。 
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Ⅷ.健康について 

・普段、自分で健康だと考えている人は約 7 割（72.5%）。 

・約 8 割（77.7%）の人が現在通院しており、約 8 割（81.0%）の人が現在何らかの病気や後遺症を抱えて

いる。 

 

Ⅸ.介護保険について 

・約半数（49.8%）の人が、介護が必要になった場合、「介護サービスを活用しながら自宅で生活したい」

と考えている。 

・相談窓口としての福崎町地域包括支援センター（福崎町保健センター内）の認知度は約 4 割（42.7%）と

なっている。 
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③生活機能判定について 

 

Ⅰ.二次予防：虚弱の判定 

 基本チェックリストに基づく虚弱判定の該当者

の割合は、男性で 14.0％、女性で 19.4％となって

います。男女ともに年齢が上がるにつれ、該当

者の割合が高くなっており、特に女性の 90 歳以

上は、該当者の割合が約 8 割と多くなっていま

す。 

  

 

 

 

 

 

Ⅱ.二次予防：運動器の判定 

 基本チェックリストに基づく運動器判定の該当

者の割合は、男性で20.4％、女性で33.6％となっ

ており、男女ともに年齢が上がるにつれて該当

者割合が高くなる傾向がみられます。また、どの

年齢においても女性が男性を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.二次予防：栄養改善の判定 

 基本チェックリストに基づく栄養改善判定の該

当者の割合は、男性で2.2％、女性で1.4％となっ

ています。年齢による大きな特徴は見られませ

ん。 
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Ⅳ.口腔機能の向上の判定 

 基本チェックリストに基づく口腔機能の向上判

定の該当者の割合は、男性で 25.2％、女性で

27.6％となっており、男女ともに年齢が上がるに

つれて該当者割合が高くなる傾向がみられま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

Ⅴ.閉じこもり予防の判定 

 基本チェックリストの閉じこもり予防判定の該当

者の割合は、男性で 7.1％、女性で 12.1％となっ

ています。また、男女ともに 85 歳以上で急激に

該当者の割合が高くなっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ.認知症予防の判定 

 基本チェックリストの認知症予防判定の該当者

の割合は、男性で 45.8％、女性で 40.9％となって

おり、男女ともに年齢が上がるにつれて該当者

割合が高くなる傾向がみられます。また、80～84

歳までは、女性よりも男性の該当者の割合が高

くなっていますが、85 歳以上では逆転し、女性の

割合が高くなっています。  
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Ⅶ.うつ予防・支援の判定 

 基本チェックリストのうつ予防・支援判定の該当

者の割合は、男性で 29.7％、女性で 33.8％となっ

ています。89 歳までは男女ともにほぼ同様の割

合となっていますが、90 歳以上では男性の該当

者の割合が低くなっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ.転倒リスクの判定 

 転倒リスク判定の該当者の割合は、男性が

25.0％、女性が 36.1％となっており、年齢が上が

るにつれておおむね割合が高くなっています。ま

た、いずれの年齢でも女性が男性を上回っていま

す。 
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７. 今後の高齢者施策で対応すべき課題 

（1）高齢化社会への対応 

本町では、高齢化の進行は止まることなく、平成25年度には高齢化率が25%を超え、今後も引き続き増

加していくことが見込まれ、平成 37 年度には 28.8％に達する見込みとなっています。 

また、加えて核家族化等の進展等により、高齢者の単身世帯や高齢者のみ世帯が増加することが予

測され、アンケート調査でも老老介護（介護を受ける人も、する人も高齢者）の割合が約４割となっていま

す。 

こうした状況を踏まえ、健康寿命の伸長に加え、支援を必要とする高齢者の健康づくりを地域で支える

体制づくりとともに、介護サービスの需要拡大への対策が課題となっています。 

 

 

（2）医療と介護の連携 

アンケート調査の結果からみると、介護・介助が必要となった主な原因では、高齢による衰弱や骨折・

転倒、認知症、脳卒中が多く、現在何らかの病気や後遺症を抱えている人は 8 割を超えています。また、

今後介護が必要になった場合でも、自宅で過ごしたいと考えている人が約 8 割もいることから、住み慣れ

た地域や自宅での生活を続けられるよう、医療と介護によるサービスの充実や予防への取り組みがより

一層必要となってきます。 

 

 

（3）介護保険制度の持続可能性の確保 

介護保険事業についても、要支援・要介護認定者数の増加、介護保険給付費の上昇が続いています。

今後も高齢者の増加に伴い、さらなる増加が見込まれます。 

今後も安定的に介護保険制度を持続していくためには、高齢者自身が心身の健康を保ち、要支援・要

介護状態へ移行することを予防していくとともに、サービスの効率化・重点化、地域支援事業の充実、費

用負担の公平化などに取り組んでいく必要があります。 

 

 

（4）介護予防の充実 

先述したように、要支援・要介護状態へ移行した理由として、転倒や骨折など、運動機能や生活機能の

低下によることが多くなっており、要支援・要介護状態への移行を防ぐためにも、介護予防事業の必要性

はますます高まっています。高齢者が介護予防事業に継続的に参加できるよう、身近な社会資源を活用

した場の確保を図るとともにプログラムを更に充実していく必要があります。 

また、介護保険制度の改正により、介護予防・日常生活支援総合事業が発展的に見直され、要支援者

に対するサービスを加えた新しい総合事業に平成 29 年 4 月までに移行する必要があります。新しい総合

事業では、「介護予防・生活支援サービス事業」、「一般介護予防事業」として事業を実施するとされており、

地域の実情に応じた住民主体の活動を含めた多様な主体による柔軟な取り組みにより、効果的かつ効率

的にサービスを提供することが求められています。 
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（5）地域包括ケアシステムの構築 

福崎町では、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活が送れるよう「地域総合援護システ

ム」の構築に取り組んできました。今後さらにこれを発展させるため、地域ケア会議の機能充実等に努め、

福崎町全域を一つの日常生活圏域とした「地域包括ケアシステム」を構築する必要があります。 
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１. 基本理念 

 

 

 

 

 

福崎町総合計画においては、本町がめざすべき将来像として「活力にあふれ、風格のある、住みよいま

ち」が掲げられており、高齢者福祉では健康でいきいきと暮らしながら、ともに支え合い、助け合うことので

きる福祉を推進しています。 

本事業計画では、介護保険法の基本理念や基本指針の規定を踏まえ、団塊の世代が 75 歳以上となる

2025 年を目途に地域包括ケアシステムを構築し、重度な要介護状態となっても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まちづくりが実現することを目指し新たな高齢者介護の基本理念を定めま

す。 

 

 

２. 基本目標 

福崎町では、高齢化率が平成 25 年度に 25％を超え、昭和 22 年～昭和 24 年生まれのいわゆる「団塊

の世代」と呼ばれる人たちが 75 歳以上となる、平成 37 年度には約 29％になることが予測されています。

また、高齢化が進展する中で、高齢者のライフスタイルや生活意識やニーズ等がさらに多様化していくこ

とが予測されます。高齢期を迎えても、それぞれの方が地域社会の中で自らの知識や経験を活かすこと

ができる環境づくりとともに、互いに助け合い支え合う、参加と協働の地域づくりを推進していく必要があり

ます。 

一方で、要介護者が増加する中で、介護や医療等の支援を必要とする高齢者が、可能な限り住み慣れ

た地域で個人の尊厳やその人らしい生き方が尊重され、自立し安心して生活していくことができるよう、町

民やサービス提供事業者、町、地域活動団体、ボランティア等が連携・協働して、高齢者の地域生活を支

える「地域包括ケアシステム」の構築を目指し、着実に計画を推進していく必要があります。 

そして、高齢者の主体的な生き方を尊重し、生涯にわたって安らぎのある人生を過ごすことができ、地

域社会の中で自らの知識と経験を活かすことによって、積極的な役割を果たすことができる高齢社会を築

くため、この計画に定める高齢者福祉事業、介護保険事業を推進していきます。 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

支え合い いつまでも安心して暮らせるまち ふくさき 
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３. 基本方針 

基本目標の達成のための取り組みの基本方針は、第５期計画の基本方針を踏まえ、以下のように定め

ます。 

 

 

 

 

４. 施策の方向 

国では、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年に向け、「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」

の５つのサービスを一体的に提供して、支援が必要な高齢者の住み慣れた地域における生活を支援する

地域包括ケアシステムの構築を目指しています。 

本町においても、平成37年には高齢化率が約29％になることが見込まれており、すべての高齢者が住

み慣れた地域でお互いが支えあい、自立して安心して暮らしていくことができる地域社会の形成を目指し

ています。 

計画の推進にあたっては、本町が今まで培ってきた地域総合援護システムを発展させ、地域住民や多

様な社会資源と協働して地域の課題の把握・解決を図る仕組みを整備し、地域づくりをより一層促進する

とともに、サービス事業者等と連携して医療・介護・予防等の地域包括ケアシステムの基盤整備を推進し、

支援が必要な方を身近な地域で支える地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。 

また、本計画においては、下記の３つの施策方向を基に体系的に様々な事業に取り組んでいきます。 

 

（1）健康で活力に満ちた生きがいのあるまちづくり 

高齢者自らが積極的に健康づくりや介護予防に取り組み、健やかで、いきいきした高齢期を送ることが

できるよう、保健事業や地域支援事業の推進に努めます。それぞれのレベルやニーズに応じ、適切なプ

ログラムを身近な場所で受けることができる体制の整備を行います。 

介護予防生活支援に関しては、介護保険制度の改正を受け、平成 29 年 4 月から予防給付のうち訪問

介護及び通所介護を新たな介護予防・日常生活支援総合事業へ移行します。 

移行に向けては、平成 27 年度～平成 28 年度にかけて、必要なサービスの確保を行い、介護サービス

事業所等と連携を図るなど体制を整えていきます。 

また、高齢者が地域社会の一員として社会活動を積極的に行い、主体的な生活を送ることができるよう、

これまで培った能力・知識を活かすことのできる地域活動や社会活動の場づくりを進めるとともに、介護福

祉の担い手となる事業を推進します。 

 

Ⅰ.高齢者がいつまでも健康でいきいきと生活を送ることができる介護予防・社会参加の推進 

Ⅱ.高齢者が自らの選択に基づき、自立した質の高い生活が送れる介護サービスの充実・強化 

Ⅲ.保健・医療・福祉、地区活動など、さまざまな分野における住民参加型地域支援体制の確立 



 26 

（2）地域包括ケアシステム構築による、安心して暮らせるまちづくり 

高齢化が進むにつれ、高齢者福祉などのサービスに対するニーズが増大し、また内容も多様化してい

ます。こうした利用者のニーズを踏まえ、介護が必要となった場合でも、一人ひとりの状況に応じた環境の

中、介護のみならず、医療や福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場で用意され、

必要なサービスを継続して利用できる体制づくりを推進します。 

地域課題の解決に向けては、ボランティア等により提供される住民主体の支援を創出するなど、支援

が必要な高齢者等を身近な地域で支える地域づくりを促進するための地域ケア会議の仕組みを構築しま

す。 

さらに、高齢者等の日常生活の支援や地域とのつながりづくりに、元気な高齢者をはじめ地域住民が

支える側として参加できる環境を整備するとともに、介護予防の取り組みを住民や事業者等と協働して推

進し、地域社会で包括的・継続的に支援する地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

認知症の方やその家族の在宅生活を支援するため、認知症の方への理解を深めるための啓発や医療

と連携した早期発見・早期支援の仕組みづくりを推進するとともに、医療と介護のサービスが必要な方の

在宅療養生活を支援する拠点の整備に向けて、その機能や役割、運営等について具体的な検討を進め

ます。 

また、福祉・介護人材等の確保・育成の拡充やサービス事業者の指定権限の更なる移譲への対応など、

サービスを提供する事業者への支援・指導を強化し、サービスの質の向上を図ると共に、住民主体の高

齢者見守り活動や災害時地域支援等地域での支え合い活動を、積極的に支援する「地域総合援護シス

テム」の活性化に努めます。 

 

 

（3）ふれあい・支えあいのまちづくり 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生きがいのある生活を送るために、住民のだれもが安心して暮ら

せる、ふれあい・支えあいのある人にやさしいまちづくりを進めます。 
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１. 健康で活力に満ちた生きがいのあるまちづくり 

（1）疾病予防と健康づくり 

健康教育や健康相談、各種健診等の取り組みを推進することで、自身の健康に対する意識の啓発と病

気の早期発見、改善に向けた取り組みを推進します。 

高齢者自らが主体となって健康づくりに取り組むことができるよう、自主グループの育成・支援を行いま

す。 

また、生活習慣病予防等若い世代中心の健康づくり事業から介護予防事業への円滑な移行を図りま

す。 

 

①健康づくりへの支援 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

健康手帳の交付 

【実施内容】 

特定基本健康診査や保健指導等の記録、その他の健康保持のために

必要な事項を記載し、自己の健康管理と適切な医療に資するために健

康診査、健康相談に参加された希望者にファイル式の健康手帳を交付

しています。 

【今後の方向性】 

今後も利用しやすい手帳となるよう工夫するとともに、事業等での

有効活用をめざしていきます。 

健康診査 

【実施内容】 

疾病の早期発見、生活習慣病予防を目的に、基本健康診査・各種が

ん検診・骨粗鬆症検診・歯科検診、感染症予防対策として肝炎ウイル

ス検診を実施しています。 

【今後の方向性】 

平成 20 年度から、従来の基本健康診査は、医療制度改革によって、

保険者が実施する特定健診へ移行されましたが、基本健康診査は、後

期高齢者や若年者等に対して引き続き実施していきます。検診内容の

充実や受診環境整備を図るなど、受診率の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 高齢者施策の推進 
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施策・事業 内容 

健康教育 

【実施内容】 

生活習慣病の予防、運動習慣の改善等、健康や食育に関する事項に

ついて正しい知識を普及することで、健康づくりへの認識と自覚を高

め、健康の保持増進を図っています。 

【今後の方向性】 

「自分の健康は自分で守る」を目標に、一人ひとりに応じた効果的

な健康教育を実施します。 

健康相談 

【実施内容】 

心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な助言を行っていま

す。月１回の定例健康相談の他、窓口や電話での随時の相談にも応じ

ています。 

【今後の方向性】 

保健センターと地域包括支援センターが連携を取り、相談内容に適

切に対応できるよう努めます。 

訪問指導 

【実施内容】 

各種健康診査における要指導者など、保健指導が必要と認められる

人に対し、保健師等が家庭を訪問し、生活習慣病の予防・改善、健康

に関する助言を行っています。 

【今後の方向性】 

保健センターと地域包括支援センターが連携を取り、心身の状況に

応じた適切な指導ができるよう努めます。 

高齢者インフルエンザ 

予防接種 

【実施内容】 

高齢者のインフルエンザや肺炎の発病や重症化を防止することを

目的に予防接種を実施しています。 

【今後の方向性】 

インフルエンザ予防の正しい知識を普及するとともに、現在約 6 割

程度の接種率の向上に努めます。 
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②自主的な健康づくりの推進 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

健康意識の啓発 

【実施内容】 

住民一人ひとりが自主的な健康管理や体力づくり等に取り組むことがで

きるよう、広報ふくさきや町ホームページ等による広報・啓発に努めるとと

もに、身近に実施できる健康づくりに関する学習の場を設けています。 

【今後の方向性】 

保健・福祉の分野だけでなく、スポーツ活動や文化活動等、あらゆる機会

や場を通じ、健康意識の高揚に努めます。 

自主的な健康 

づくり活動の促進 

【実施内容】 

生活習慣病の予防から介護予防へと生涯にわたる健康づくりをめざし、各

地区で行われている活動への支援を行っています。現在、地域ふくろうの会

が 31 地区で活動を行っています。 

【今後の方向性】 

地域の状況に応じ、効果的な活動が展開されるよう、引き続き活動への支

援を行います。 

かかりつけ医 

の普及 

【実施内容】 

かかりつけ医は、高齢者の健康状態を継続的に把握し、日常生活での健康

管理・健康づくりを支援するとともに、高齢者が支援や介護が必要となった

場合に、介護認定審査会で的確な認定審査が実施されるよう申請者の状況に

ついて報告を行うなど、重要な役割を担っています。 

【今後の方向性】 

各種保健事業や広報紙等を通じ、継続的な普及・啓発に努めます。 

高齢者食生活 

改善事業 

【実施内容】 

生活習慣病を予防し、正しい食習慣を身につけられるよう、いずみ会の協

力のもと、各年代に応じた食生活に関する講習会を開催したり、イベント実

施時等の普及活動を行っています。現在は、男性の料理教室、老人会料理教

室、介護予防事業参加者へ栄養指導を行っています。 

【今後の方向性】 

今後は、食育推進事業と兼ね、健康づくりや介護予防につながる食習慣の

普及のため、事業内容の充実、食育の推進に努めます。 

心の健康づくり 

【実施内容】 

健康福祉事務所や医療機関との連携を図りながら、ストレスやうつ病な

ど、心の病についての正しい知識の普及、心の健康づくりに関する情報提供

や気功教室の開催、高齢者への訪問指導などを行っています。 

【今後の方向性】 

自殺予防対策事業と兼ねて、相談支援体制の強化並びにゲートキーパーの

養成に努めます。 
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（2）地域支援事業に係る介護予防の推進 

地域支援事業は、高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等となった

場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるように支援する

ことを目的とします。地域支援事業は、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業の３つで構成さ

れています。 

介護予防事業では、すべての高齢者を対象とする一次予防事業や、要支援・要介護状態になる可

能性の高い高齢者を対象とした二次予防事業など、連続的で一体的な介護予防の取り組みを実施し

ます。 

また、本事業は、平成 29 年度から新しい介護予防・日常生活支援総合事業を開始するため平成

28 年度までの取組となります。 

 

①一次予防事業 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

介護予防普及啓発事業 

【実施内容】 

広報紙やパンフレットにて、介護予防知識の普及を図り、介護予防

に関する情報や個人の実施記録等を管理するための介護予防手帳を

順次配布しています。 

各地区では、全ての高齢者を対象とする介護予防体操「地域ふくろ

うの会」を実施しています。保健センターでは、「男性の料理教室い

ろは教室」を開催し、食の自立に取り組んでいます。 

その他ミニデイサービス等への出前講座の機会を利用し、介護予防

に関する情報提供、指導を行っています。 

【今後の方向性】 

あらゆる機会を通じ引き続き事業内容や意義等の普及啓発に努め

ます。 

また、介護予防教育を積極的に行うため、各教室への参加を勧める

とともに、多様化する高齢者のニーズと身体状況に応じ、様々な事業

を展開していきます。 
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施策・事業 内容 

地域介護予防活動 

支援事業 

【実施内容】 

各集落で行う体操教室「地域ふくろうの会」やふれあい喫茶には、

活動の資金とするために、「地域介護予防活動補助金」を支給してい

ます。 

また、「介護予防サポーター活動」「学習サポーター」等の養成を行

い、住民自らが、介護予防に取り組むための人材育成に努めています。 

【今後の方向性】 

地域住民が主体となって、身近な地域で展開する介護予防活動を広

めるとともに、その活動の継続を支援するための人材育成や、補助金

支給を行っていきます。今後も高齢者のさまざまなニーズに対応する

ことができるよう、新たな活動内容の検討や組織の育成に努めます。 

一次予防事業評価事業 

【実施内容】 

現在は未実施。 

【今後の方向性】 

 各事業の実施主体と地域包括支援センターの協力により、事業への

参加状況や実施状況、人材・組織の活動状況などを国からの指針に基

づき実施していきます。 

 

 

 

②二次予防事業 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

二次予防対象者 

把握事業 

【実施内容】 

日常生活圏域ニーズ調査や巡回健康教室等を活用し、二次予防事業

対象者の把握に努めています。 

また、在宅介護支援センターによる実態把握や、主治医や民生委員

等からの情報も活用し、対象者を把握しています。把握された二次予

防対象者が要支援・要介護状態になることをできるかぎり予防するた

め、介護予防事業の利用を勧めています。 

【今後の方向性】 

地区に出向く機会を設け、より多くの高齢者に基本チェックリスト

を実施し、必要な方に必要なサービスが提供できるよう努めます。 
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施策・事業 内容 

通所型介護予防事業 

【実施内容】 

送迎サービスを利用して通所する介護予防教室を実施しています。

週 1 回デイサービスセンターすみよしの郷で「いきいきデイサービス

二次予防教室」、特別養護老人ホームサルビア荘で「粋粋倶楽部」、文

珠荘で「頭・はつらつ会」、保健センターで「転倒予防教室」を開催

し、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり・認

知症の予防などのプログラムを実施しています。 

【今後の方向性】 

事業委託機関との連携を図り介護予防プログラムの充実に努め、平

成 29 年度に向け要支援者の受入準備を行います。 

訪問型介護予防事業 

【実施内容】 

うつ傾向や閉じこもり傾向のある二次予防事業対象者に、保健師等

が継続して家庭訪問し、生活機能に関する課題を把握・評価しながら、

適切な相談・生活指導を実施しています。 

【今後の方向性】 

その他の地域支援事業や生涯学習関連事業等への誘導を図りなが

ら、うつ、認知症、閉じこもりの予防を促進します。 

二次予防事業 

施策評価事業 

【実施内容】 

現在は未実施。 

【今後の方向性】 

各事業の実施主体と地域包括支援センターの協力により、事業への

参加状況や実施状況、人材・組織の活動状況などを国からの指針に基

づき実施していきます。 
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（3）介護予防・日常生活支援総合事業（平成 29 年度から） 

要支援者を対象とする介護予防・日常生活総合事業は、平成 27 年度から順次開始し、平成 29

年 4 月にはすべての自治体が実施することとされています。しかし、その準備には時間を有するこ

とから平成２7 年度に開始できない場合は、条例で猶予期間を設ける必要があります。福崎町は、

現在、サービスの提供体制が十分とはいえないことから、条例を追加し、平成２９年４月開始とし

ます。平成２７年度、２８年度の２年間は、従来の地域支援事業を遂行しつつ、平成 29 年度の介

護予防・日常生活総合事業への速やかな移行を目指し、介護予防事業の充実と、生活に密着したき

め細かな生活支援サービスの確保に努めます。 

 

①介護予防・生活支援サービス事業 

要支援１及び２の認定者の通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業や基本健康チェック該当者

（二次予防事業対象者）等の予防事業等が介護予防・生活支援サービス事業へ移行します。 

本町においても、高齢者の方が安心して生活できるよう、訪問型サービス、通所型サービス、そ

の他の生活支援サービス等のサービス提供体制の構築や、介護予防ケアマネジメントの充実に努め

るとともに、移行についての不安払拭のため住民への周知に取り組みます。 

 

②一般介護予防事業 

一般介護予防事業は、第 1 号被保険者すべての方を対象とし、公助・互助の連携のもと、住民運

営の憩いの場を充実させ、人と人のつながりを通じて参加者の通いの場が、継続的に拡大していく

ような地域づくりを推進します。また、リハビリテーション専門職等を活かした、自立支援に資す

る取組を推進して、高齢者が生きがいと役割を持って生活できる地域の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全市町村で実施

現行と同様

事業に移行

介護給付（要介護1～5）

介護予防給付（要支援1～2）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○二次予防事業

○一次予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

任意事業
○介護給付費適正化事業

○家族介護支援事業

○その他の事業

地
域
支
援
事
業

介護給付（要介護1～5）

介護予防給付（要支援1～2）

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～2、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業 ［多様化]

○一般介護予防事業 ［多様化]

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

○在宅医療・介護連携の推進 [充実]

○認知症施策の推進 [充実]

○生活支援サービスの体制整備 [充実]

任意事業
○介護給付費適正化事業

○家族介護支援事業

○その他の事業

地
域
支
援
事
業

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護
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（4）生きがいづくりと社会参加 

 

高齢者がいつまでも生きがいを持つことは、健康の維持や介護予防につながります。そのため、

社会福祉協議会等と連携を図りながら、高齢者がいきいきと充実した生活を送ることができるよう

生涯学習やスポーツの機会や場の確保、社会参加のための情報提供に努めるとともに、ボランティ

アなどの社会貢献の機会や場、シルバー人材センターをはじめとする多様な形態の就労の拡充に努

めます。 

 

①学習活動やスポーツ・レクリエーション活動等の充実 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

生涯学習の推進 

【実施内容】 

各種講座への参加を促進するため、広報紙やパンフレット、ホーム

ページ等を通じて、生涯学習情報の提供に努めるとともに、高齢者の

生涯学習の場として老人大学事業及びセミナー事業を行っています。 

【今後の方向性】 

生涯を通じて誰もが学習できる場と機会を設け、内容を充実すると

ともに、その成果を地域社会に生かせる仕組みづくりに取り組みます 

スポーツ・レクリエーシ

ョン活動の推進 

【実施内容】 

町内では、体育館と連携したさまざまなスポーツ教室や団体等が活

動しており、グラウンドゴルフ等、高齢になっても楽しめる生涯スポ

ーツ活動も行われています。 

【今後の方向性】 

高齢者が安全に楽しみながらスポーツに取り組めるよう、スポーツ

指導員の確保・育成やニュースポーツなど気軽に楽しめるスポーツ・

レクリエーション活動の振興に努めます。 

各小学校区において、住民の自主運営によって進められる「スポー

ツクラブ 21」の活動への高齢者の参加を促進するとともに、活動内

容の充実を支援していきます。 

高齢者スポーツ大会の開催や、県や近隣地域で開催される大会への

参加を呼びかけます。 

活動の場の整備・改善 

【実施内容】 

高齢者の活動の場の確保のため、生涯学習施設、福祉施設、集会施

設等の既存施設を有効に活用しながら、学習拠点としての機能の向上

と充実に努めています。 

【今後の方向性】 

スポーツ・レクリエーション活動を身近な場所で安全で快適に楽し

めるよう、体育館、公園等の既存施設の点検や整備をし、必要な場合

は改修を行います。 
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②地域における社会参加・交流の促進 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

老人クラブ活動の支援 

【実施内容】 

長年にわたって培われてきた知識・経験等を活かした生きがいや健

康づくり活動を通じて、明るい長寿社会の実現をめざす老人クラブの

活動を支援しています。 

【今後の方向性】 

高齢者が親しい仲間とともに健康で楽しい生活を送ることができ

るよう新規会員の確保やリーダーの育成、魅力あるプログラムづくり

などを通じて、老人クラブ活動の活性化を支援していきます。 

また、互助活動による地域見守り活動への積極的な参加を推進して

いきます。 

多様な活動・交流の促進 

【実施内容】 

生涯楽集データバンク「まちの先生」への登録を促進するなど、高

齢者が自らの能力や経験を発揮できる機械や場を創出し、小中学校、

幼児園、保育所、地域等での多様な活動や事業を通じて、異世代との

交流を図っています。 

【今後の方向性】 

高齢者同士の交流を促進し、仲間づくりや地域づくりが活発に行わ

れるように、交流の場や機会の拡充に努めます。 

地域における各種団体による活動が活発に行われるよう、参加促進

や活動の場の提供など、支援の充実を図ります。 

高齢者の自主的な活動を先導するリーダーを養成するため、講習会

や交流会等の開催を図ります。 

社会参加の促進 

【実施内容】 

各種団体と連携を図りながら、ボランティア活動や地域活動への参

加意識が高まるよう啓発活動を推進しています。 

【今後の方向性】 

高齢者の持つ知識や習得した技術、幅広い経験を活かし、生活習慣

や伝統文化を伝承するなど、身近な世代間交流を通じて社会参加でき

る場や機会の充実に努めます。 

また、社会福祉協議会などと連携し、高齢者の持つ知識や能力を活

かし、子どものこころ豊かな成長や、個性豊かな地域づくりに貢献で

きるよう、高齢者の社会参加を促進・支援するための環境づくりに努

めます。 
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施策・事業 内容 

交流の場の充実・活用 

【実施内容】 

高齢者をはじめ住民の生きがいづくり、教養、娯楽、健康増進等を

高めるための施設として、保健センターや文珠荘、老人憩いの家など

を設置しています。また、住民福祉の増進や地域住民の文化教養の向

上等を図るために各地区に集会施設が設置されています。 

【今後の方向性】 

これらの施設については、今後とも地域における交流の舞台として

積極的な活用を図るとともに、バリアフリー化を進めるなど、誰もが

利用しやすい施設となるよう努めていきます。 

 

 

 

③雇用・就労への支援 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

シルバー人材センター 

への支援 

【実施内容】 

定年退職者や高齢者を対象に中播広域シルバー人材センターでは、

臨時的・短期的な就業機会の開拓と紹介、高齢者の就労に関する情報

の提供や相談支援、技能講習の実施などを行っています。 

【今後の方向性】 

働く意欲のある高齢者の就労を促進するため、引き続きシルバー人

材センターに対する運営支援を進めます。 

広報紙等を活用し会員登録者の拡大を図るとともに、受託業務の開

発・拡大、技能講習の実施等に対する支援を通じて事業の拡大を図り

ます。 

また、平成 29 年度から実施予定の生活支援サービス事業にも参画

できるよう、取り組んでいきます。 
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２. 地域包括ケアシステム構築による、安心して暮らせるまちづくり 

（1）地域包括ケアシステムの構築 

高齢者が住みなれた地域で安心して過ごすことができるように、高齢者の総合相談、権利擁護、

介護予防ケアマネジメント及びケアマネジャーへの支援、地域ケア会議などを通じて、地域包括ケ

アシステムの構築を実現する必要があります。 

 

※地域包括ケアシステムの捉え方 

○ 地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医療・介護・予防・生活支援）をより詳し

く、またこれらの要素が互いに連携しながら有機的な関係を担っていることを図示したものです。 

○ 地域における生活の基盤となる「住まい」「生活支援」をそれぞれ、植木鉢、土と捉え、専門的

なサービスである「医療」「介護」「予防」を植物と捉えています。 

○ 植木鉢・土のないところに植物を植えても育たないのと同様に、地域包括ケアシステムでは、

高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた「住まい」が提供され、その住まいにおいて安定

した日常生活を送るための「生活支援・福祉サービス」があることが基本的な要素となります。

そのような養分を含んだ土があればこそ初めて、専門職による「医療・看護」「介護・リハビリ

テーション」「保健・予防」が効果的な役目を果たすものと考えられます。 

 

■地域包括ケアシステムのイメージ ※厚生労働省資料より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成２５年３月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」 
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【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

地域包括ケアシステム 

の構築 

【実施内容】 

高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送っていくた

めには、保健医療、介護予防から介護やリハビリテーションまでの一

貫したケア体制が整備され、一人ひとりの心身の状態やニーズに応じ

て適切なサービスの提供が継続的に行われることが大切です。 

高齢期になっても住み慣れた地域で、できるだけ自立した生活を続

けられるよう、高齢者一人ひとりの生活を、自助・互助・共助・公助

により支える仕組みづくりを進めています。 

【今後の方向性】 

地域包括支援センターを中心として、地域における保健・医療・福

祉等の各種施策の調整を図り、サービスが包括的で継続的に提供でき

るような地域包括ケアシステムの構築を図っていきます。 

また、地域ケア会議を充実させ多様な地域ケア機関をつなぐネット

ワークを整備し、必要な情報の共有化とコミュニケーションの円滑化

を進めていきます。 

地域ケア会議の充実 

 地域包括ケアシステムの実現のための有効なツールとして、地域ケ

ア会議を行います。地域包括支援センター主催による「地域ケア個別

会議」では介護支援専門員からの相談による困難事例等や総合相談支

援業務から抽出された個別ケースについて、多職種協働による支援内

容の検討により、① 地域支援ネットワークの構築、② 高齢者の自立

支援に資するケアマネジメント支援、③ 地域課題の把握などを行い

ます。 

また、把握した地域課題を、地域づくり、資源開発につなげ、課題

解決に向けた政策形成へと発展させていきます。 
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施策・事業 内容 

地域包括支援センター

の機能強化 

地域包括ケアシステムの実現に向けて、保健師等、社会福祉士、主

任ケアマネジャーの専門職を配置し、各専門分野における連携・協働

により高齢者の在宅生活を支え、安心した地域生活が提供できるよう

地域包括支援センターの機能強化を図っていきます。 

高齢者の増加に伴い、介護予防支援事業の利用者も増えることが予

想され、地域包括ケアシステムの中核機関としての機能を果たすため

にも人員確保や、研修等への積極的な参加による職員のスキルアップ

を図ります。現在、地域包括支援センターは、町が直営で設置し、運

営の中立性・公平性を確保するため、町、サービス事業者、関係団体、

利用者・被保険者の代表などで構成される「地域包括支援センター運

営協議会」を開催し、内容に関しての評価を行っています。 

また、地域住民の満足度が満たされ、関係機関との連携が保たれて

いることを継続的に検証します。 

在宅医療・介護連携推進

事業 

住み慣れた地域で安心して生活を継続するためには、必要な医療・

介護が、身近で、適時・適切に受けることのできる体制の整備が必要

です。そのため、在宅医療・介護連携推進については、介護保険法第

115 条 45 において地域支援事業に位置付けられ、以下（ア）～（ク）

の全ての事業を平成 30 年 3 月までに実施することとなりました。 

（ア）地域の医療・介護サービス資源の把握 

（イ）在宅医療・介護連携の課題と抽出の対応の協議 

（ウ）在宅医療・介護連携に関する相談の受付等 

（エ）在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援 

（オ）在宅医療・介護関係者の研修 

（カ）24 時間 365 日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築 

（キ）地域住民への普及 

（ク）二次医療圏内・関係市町村の連携 

この事業には、準備を要するため、福崎町介護保険条例で平成 29 年

4 月までの猶予期間を定めています。 
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（2）要支援者の状態維持・改善（予防給付） 

高齢者の自立支援の観点から、関係機関との連携のもと、介護予防の取り組みにより、日常生活

の状態維持・改善への可能性が高い要支援者を対象に、介護予防サービスを提供します。 

 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

介護予防ケアプランの 

作成 

【実施内容】 

生活機能の改善可能性を評価し、本人の意欲を高め、できることを

増やしていく介護予防ケアプランの作成を行っています。 

介護予防ケアプランの作成は、公正・中立の立場である地域包括支

援センターが行っていますが、一部を町内及び近隣市町の指定介護予

防支援事業所に委託しています。委託した場合も、契約やアセスメン

トを行ったり、サービス担当者会議に参加するなど地域包括支援セン

ターが適切なサービス提供の支援にあたっています。 

【今後の方向性】 

要支援認定者の増加に伴い、指定介護予防支援事業所への委託を進

めていきます。具体的な目標設定を行い、一定期間後には当初の目標

が達成されたかどうかを評価する目標指向型のサービス提供が行わ

れるよう、アセスメント技能の向上や、サービス情報を十分把握する

など作成担当者のスキルアップと情報提供に努めます。 

サービス内容には、生活不活発病（廃用症候群）の予防・改善の観

点から、通所系サービスを積極的に位置づけるとともに、一般高齢者

向け事業もプランに盛り込み、自立支援にのっとったケアプランの作

成を強化していきます。 

通所系サービス 

【実施内容】 

介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションは、日常生活

上の支援に加えて、個々の利用者の介護予防プランで課題とされる生

活行為の改善を目的としたサービスです。通所介護や通所リハビリテ

ーションの施設に併設され実施しています。 

町内及び近隣市町の事業所において、要支援1の方には週1回程度、

要支援 2 の方には週 2 回程度、それぞれのサービス計画に基づき提供

しています。「共有のサービス」として、介護予防通所介護では介護

予防に資するアクティビティ（身体機能の維持・向上、認知症の予防

等を図るサービス）が、介護予防通所リハビリテーションではリハビ

リテーションが位置づけられ、これらとともに選択的サービスとして

「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」を設け、利用者

の状態に応じて提供します。現在ほとんどの介護予防通所介護で、ア

クティビティを実施していますが、選択サービスを実施しているとこ

ろは数か所となっています。 
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【今後の方向性】 

要支援者の心身機能の維持向上をさらに進めるためには、サービス

内容の充実が必要です。「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能

の向上」などのサービスがより多くの利用者に提供できるよう、事業

所へ働きかけていきます。低所得世帯を対象とする利用者負担金の一

部助成については、引き続き実施します。 

介護予防通所介護(要支援 1・2)は平成 29 年 4 月から、介護予防・

生活支援サービス事業に移行するため、新規申請者及び既認定者には

事業移行の十分な説明を行います。 

訪問系サービス 

【実施内容】 

介護予防訪問介護は、利用者が家事等の生活行為を居宅で行うため

に生活全般にわたる支援を行い、徐々に利用者の「できる生活行為」

を増やしていき、在宅生活の自立を支援しています。必要に応じて週

1～２回程度、要支援２の方に対しては週 3 回まで提供する事ができ

ます。介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ

ビリテーション、介護予防居宅療養管理指導は、生活機能の向上を図

る中で、利用者が有するニーズに限定的に対応する必要がある場合

に、サービス提供を行っています。 

【今後の方向性】 

サービス提供については、利用者が可能なかぎり自立をめざして家

事等を行うことができるよう配慮するとともに、一人で行うことが困

難な生活行為に対する補助等の、家族や地域住民による自主的な支援

も進めていきます。また、老人福祉等その他のサービスとの調整や継

続性にも考慮して事業を展開します。低所得世帯を対象とする利用者

負担金の一部助成については、引き続き実施します。（介護予防訪問

介護・介護予防訪問入浴介護が対象） 

介護予防通所介護(要支援 1・2)は平成 29 年 4 月から、介護予防・

生活支援サービス事業に移行するため、新規申請者及び既認定者には

事業移行の十分な説明を行います。 
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施策・事業 内容 

短期入所系サービス 

【実施内容】 

介護予防短期入所生活介護と介護予防短期入所療養介護は、家族の

病気や家庭の事情などの生活環境要因により、一時的に在宅における

サービス利用が困難となった場合に、生活機能の低下をきたすことが

ないよう、要支援者が介護老人福祉施設や介護老人保健施設等に短期

間入所し、日常生活の世話やリハビリテーションを受けるサービスで

す。町内 1 事業所と近隣市町の施設を利用していますが、多くの方が

利用され、空きが少ない状態で、緊急時に対応することが難しくなっ

ています。 

【今後の方向性】 

在宅生活を維持するための一時的な支援として提供し、短期入所生

活介護等も含めた、不必要なサービス利用を抑制するよう努めます。 

福祉用具の貸与・ 

購入費の支給 

【実施内容】 

福祉用具の貸与は、在宅で生活する要支援者を対象に、生活上の便

宜を図るための福祉用具を貸与するサービスです。福祉用具の購入費

の支給は、入浴や排せつのための福祉用具を購入した場合に、その購

入費の１割又は 2 割を自己負担とし、残りを支給（限度額 10 万円）

するサービスです。 

福祉用具を用いることで、自分で「できる行為」の幅を広げ、自立

支援をめざし、「生活行為」の向上に向けた支援やリハビリテーショ

ンとの連携を図ります。軽度認定者（要支援、要介護１）の利用が想

定しにくい品目（車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、

床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト）は、原則として給付対

象となりませんが、個別ケアマネジメントで必要と認められ、地域包

括ケア会議にて利用が適当となった場合に対象とします。 

【今後の方向性】 

定期的なアセスメントやモニタリング等を徹底し、適切な支給に努

めます。 

介護予防住宅改修 

【実施内容】 

手すりの取付け、段差の解消、浴室やトイレの改修など、要支援者

が居宅で自立した生活を営むために必要となる住宅改修にかかる費

用（限度額 20 万円）のうち９割又は 8 割相当額を支給するサービス

です。段差解消や手すり設置等で利用するケースが多くみられます。 

【今後の方向性】 

自宅での自立した生活を継続するための支援となるよう、個々のア

セスメントを十分行い適切な支給に努めます。 
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（３）介護サービスの円滑な提供（介護給付） 

 

居宅サービスによる住み慣れた地域における在宅生活の支援を中心としつつ、在宅での介護が困

難な方への施設サービスの提供、認知症の方に対するサービスの提供等に努めます。 

 

①居宅サービス 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

居宅介護支援計画の 

作成 

【実施内容】 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が要介護者等の心身の状態や生

活状況、利用意向を把握し、サービス担当者会議（ケアカンファレン

ス）の開催等を通じて、介護サービス事業者など関係機関と連絡・調

整を図りながら、利用者の自立を支援し、家族の介護負担の軽減を図

れるように居宅介護支援計画（ケアプラン）を作成しています。町内

には 9 か所の事業所があり、多くの人は町内の事業所を利用していま

すが、近隣市町の事業所を利用している人もみられます。 

【今後の方向性】 

今後もサービス利用者の増加が予想され、要介護者が希望するサー

ビスを適切かつ円滑に利用していくためには、引き続き介護支援専門

員を質・量ともに確保していくことが必要です。 

地域包括支援センターを核として、関係機関と連携しながら研修や

情報交換等を通じて、介護支援専門員の資質向上、業務支援などに取

り組みます。 

訪問介護 

【実施内容】 

在宅で日常生活を送るうえで支援を必要とする要介護者の居宅を、

訪問介護員（ホームヘルパー）が訪問して身体介護や家事援助などを

行い、日常生活を健全に送れるよう援助するとともに、介護者の負担

の軽減を図るサービスです。町内には 6 か所の事業所があり、多くの

人は町内の事業所を利用していますが、近隣市町の事業所を利用して

いる人もみられます。 

【今後の方向性】 

利用者の多様なニーズを踏まえ、質の高いサービスが供給できるよ

う、事業所との連携を密にし、ヘルパー研修の実施等を通じてサービ

スの質の向上を図るとともに、供給量の確保に努めます。 

低所得世帯を対象とする利用者負担金の一部助成については、引き

続き実施します。 
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施策・事業 内容 

訪問入浴介護 

【実施内容】 

寝たきり等の身体状況や構造の問題等で自宅の浴室での入浴が困

難な要介護者に対し、浴槽を搬入し、入浴の介護を行うサービスです。

町内には 1 か所の事業所があり、近隣市町の事業所を利用している人

もみられます。 

【今後の方向性】 

主治医や介護支援専門員、サービス事業者等と連携に努め、安心し

て快適なサービス利用をめざします。 

低所得世帯を対象とする利用者負担金の一部助成については、引き

続き実施します。 

訪問看護 

【実施内容】 

主治医が必要と認めた要介護者等に対し、看護師などが居宅を訪問

し、主治医の指示に基づき、療養上の世話や必要な診療の補助を行う

サービスです。町内には 2 か所の事業所があり、近隣市町の事業所を

利用している人もみられます。 

【今後の方向性】 

高齢者の在宅療養を支援する重要なサービスであり、医療的管理を

必要とする高齢者の増加に合わせて、供給体制を確保していくことが

必要です。このため、事業所の協力を求め、供給量の確保に努めます。 

訪問リハビリテーショ

ン 

【実施内容】 

主治医が必要と認めた要介護者等に対し、理学療法士、作業療法士

等が居宅を訪問し、理学療法や作業療法などの必要なリハビリテーシ

ョンを行うサービスで、町内には 2 か所の事業所があり、近隣市町の

事業所を利用している人もみられます。 

【今後の方向性】 

利用希望者が適切にサービスを受けられるよう、引き続き供給体制

や専門人材の確保に努めるとともに、サービス内容等の周知を図りま

す。 

居宅療養管理指導 

【実施内容】 

在宅の要介護者や家族等を対象に、医師や歯科医師、薬剤師等が訪

問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。 

【今後の方向性】 

利用希望者が適切にサービスを受けられるよう、引き続き供給体制

の確保やかかりつけ医の普及等に努めるとともに、介護支援専門員と

医師等との連携の強化を図ります。 
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施策・事業 内容 

通所介護 

【実施内容】 

在宅の要介護者がデイサービスセンターに通所し、入浴・食事・健

康チェック・日常動作訓練などのサービスを受けるもので、心身機能

の維持向上、孤立感の解消を図り、家族の介護負担の軽減を図るサー

ビスです。町内には 11 か所の事業所があり、多くの人は町内の事業

所を利用していますが、近隣市町の事業所を利用している人もみられ

ます。 

【今後の方向性】 

居宅サービスの中では利用人数や利用回数が特に多く、必要サービ

ス量は今後さらに増加していくものと見込まれます。このため、利用

者が適切にサービスを受けられるよう、需要に応じた供給体制の確保

に引き続き努めます。 

低所得世帯を対象とする利用者負担金の一部助成については、引き

続き実施します。 

通所 

リハビリテーション 

【実施内容】 

在宅の要介護者が介護老人保健施設や病院、診療所等に通所して、

理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行い、心身機能の回復

と日常生活の自立の促進を図るサービスです。町内には 1 か所の事業

所があり、近隣市町の事業所を利用している人もみられます。 

【今後の方向性】 

今後も要介護者の増加に伴い需要の拡大が予想されることから、利

用者が適切にサービスを受けられるよう、事業者や医療機関等との連

携・協力のもとに、需要に応じた供給体制の確保に引き続き努めます。 

低所得世帯を対象とする利用者負担金の一部助成については、引き

続き実施します。 

短期入所サービス 

【実施内容】 

短期入所生活介護は、在宅の要介護者が介護老人福祉施設等に短期

間入所し、入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓

練などを受けるサービスです。 

短期入所療養介護は、在宅の要介護者が介護老人保健施設や介護療

養型医療施設等に短期間入所し、看護、医学的管理のもとに介護や医

療、日常生活上の世話、機能訓練などを受けるサービスです。町内に

は 1 か所の事業所があり、近隣市町の事業所を利用している人もみら

れます。 

【今後の方向性】 

介護者の負担を軽減し、在宅での介護を継続するために、需要に見

合った供給体制の確保に努め、ベッドの有効利用や希望者に対する公

平な利用に取り組みます。 
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施策・事業 内容 

福祉用具の貸与・購入費 

の支給 

【実施内容】 

福祉用具の貸与は、在宅で生活する要介護者を対象に、生活上の便

宜を図るための特殊寝台や車いす等の福祉用具を貸与するサービス

です。福祉用具の購入費の支給は、入浴や排せつのための福祉用具を

購入した場合に、その購入費の１割又は 2 割を自己負担とし、残りを

支給（限度額 10 万円）するサービスです。 

【今後の方向性】 

要介護者の在宅生活の継続を支援する観点から重要なサービスで

あり、今後とも本人の身体状況や生活状況に応じた適切な福祉用具の

利用に向け、情報提供や相談支援に努めていきます。 

住宅改修費の支給 

【実施内容】 

手すりの取付け、段差の解消、トイレの改修など、要介護者が居宅

で自立した生活を営むために必要となる住宅改修にかかる費用（限度

額 20 万円）のうち９割又は 8 割相当額を支給するサービスです。 

【今後の方向性】 

高齢者が安心して在宅生活を送るためには、住環境の整備・改善が

重要であることから、今後とも、必要とする人が適切な利用ができる

よう、他の住宅改修事業等と合わせて一体的な実施を図ります。 

特定施設入居者 

生活介護 

【実施内容】 

有料老人ホームやケアハウスなどに入所している要介護者に対し

て、食事、入浴、排せつの介護、機能訓練、療養上の世話などを行う

サービスです。町内には対象施設がなく、利用者は町外の施設に入所

しています。 

【今後の方向性】 

食費・入居費など利用者負担額が比較的高額なこともあり、利用意

向は大きく見込めない状況にあります。このため、町内における施設

の整備については、本計画では見込まず、利用者は町外の施設を利用

することとなります。 
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②施設サービス 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

介護老人福祉施設 

【実施内容】 

老人福祉法に規定される特別養護老人ホームで、入浴・排せつ・食

事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話

が受けられる施設です。町内には 1 施設（定員 100 人）があり、近

隣市町の施設に入所している人もみられます。より在宅に近い居住環

境の下で、入居者一人ひとりの個性や生活のリズムを尊重し、また、

入居者相互が人間関係を築きながら日常生活を営めるように介護を

行うことを目的として、施設のユニット化が進められています。 

【今後の方向性】 

平成27年4月以降に新たに入所する人は原則要介護３以上に限定

されることになります。（既に入所している人は除く） 

今後も必要度の高い人から順次入所ができるよう、緊急性や必要性

を考慮した県の「入所コーディネートマニュアル」に基づき、近隣市

町、事業者との連携調整のもと、円滑で適正な入所体制の整備に努め

ます。 

介護老人保健施設 

【実施内容】 

病状安定期にある寝たきり高齢者等の自立を支援し、病院や施設で

の長期療養から速やかに家庭への復帰をめざすために、機能回復訓練

や看護・介護を中心とした医療的ケアと日常生活サービスを一体的に

提供する施設です。町内には該当施設がなく、近隣市町の施設に入所

している人がみられます。 

【今後の方向性】 

介護老人福祉施設入所に向け待機する際の一次的な施設として利

用しているケースもみられ、在宅復帰を適切に誘導するための施設と

しての機能の充実や介護支援専門員等との連絡調整を図っていくと

ともに、必要に応じて利用者への情報提供、利用支援を行います。 

介護療養型医療施設 

【実施内容】 

介護保険法により知事の指定を受けた療養型病床群などで、長期療

養を必要としたり、精神症状や問題行動を有する慢性期に至った認知

症等の要介護者を主な対象とし、療養上の管理や看護、医学的管理下

での機能訓練や介護等を行う施設です。町内には 1 施設があり、近隣

市町の施設に入所している人もみられます。 

【今後の方向性】 

平成 29 年度末に廃止される予定であるため、現入所者の他施設へ

の転換を円滑に進めていきます。 
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（４）地域密着型サービスの円滑な運営 

 

地域密着型サービスは、認知症高齢者に対する支援や、住み慣れた地域での生活の継続のために

提供されるものです。認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介

護等のサービスがあります。 

 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

地域密着型サービス 

の円滑な運営 

【実施内容】 

地域密着型サービスは、要介護者の住み慣れた地域での生活を支え

るという観点から生活圏域ごとに拠点を確保し、サービスの提供を行

うものです。 

サービス事業者は市町村が指定し、原則として利用者は市町村内の

被保険者に限定されます。ただし、市町村間で同意を得た場合は、町

外の事業所の指定、利用も可能となります。 

【今後の方向性】 

地域密着型サービスは、特に今後増加が予想される認知症高齢者へ

の支援の柱となるとともに、地域ケアの基盤強化に不可欠なことから、

財政負担との均衡を図りつつ、利用者の意向を踏まえながら、必要に

応じて事業の実施に向けた調整を図っていきます。 

福崎町に事業者の指導監督の権限があることから、地域に身近な保

険者としての機能を活かして、必要に応じて指導・検査を実施すると

ともに、事業者の指定を更新制とし、良質なサービス提供の確保に努

めます。 

地域密着型 

介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

【実施内容】 

定員 29 人以下の特別養護老人ホームで、居宅に近い居住環境を提

供し、少人数による日常生活を通じて、ケアを行うものです。 

現在は、町内には、現在 1 施設があります。 

【今後の方向性】 

利用希望者が適切にサービスを受けられるよう、サービス内容等の

周知を図り、また、良質なサービスの提供の確保に努めます。 

小規模多機能型 

居宅介護 

【実施内容】 

「通い」（通所介護）を基本に、必要に応じて随時、「訪問」（訪問介

護）や「泊まり」（短期入所）を組み合わせて、身近な地域で「なじみ」

の介護職員による多様な介護が受けられるサービスです。 

町内には、現在 2 事業所があります。 

【今後の方向性】 

利用希望者が適切にサービスを受けられるよう、サービス内容等の

周知を図り、また、良質なサービスの提供の確保に努めます。 
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事業 内容 

認知症対応型 

共同生活介護 

【実施内容】 

家庭環境や認知症の進行により居宅での生活が困難な比較的安定し

た要介護者を対象に居室を提供し、１ユニット９人以下が家庭的な環

境で共同生活を送れるよう、専門のスタッフが日常生活等の支援を行

うサービスです。共同生活を通じて認知症の進行を抑え、回復をめざ

します。 

町内には、３施設（５ユニット）が開設されており、近隣市町の施

設に入所している人もみられます。 

【今後の方向性】 

認知症の方への対応、住み慣れた地域での生活という観点から、引

き続き重要なサービスとなります。本計画期間中の平成 28 年度中に

1 ユニットを新たに設置します。 

認知症対応型通所介護 

【実施内容】 

認知症の高齢者が自宅で生活を送れるよう、通所介護施設に通いな

がら生活上の支援、機能訓練を提供するものです。同じ通所介護でも

このサービスは認知症の高齢者に限定しているため、一般の通所介護

とは一緒に提供されません。 

町内には、現在 2 か所の事業所があります。 

【今後の方向性】 

町内及び近隣市町の事業者との情報交換、連携等によりサービス提

供を図っていきます。 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

【実施内容】 

日中・夜間を通じ、短時間の定期巡回により訪問し、訪問介護や訪

問看護サービスを一体的に提供するサービスです。 

【今後の方向性】 

 本計画期間中の平成 28 年度中に、１事業所で実施する予定です。 

看護小規模多機能型居

宅介護 

【実施内容】 

訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサ

ービスのことです。 

【今後の方向性】 

 今後、利用者の意向を踏まえ、既存の事業者を含め町内及び近隣市

町の事業者との情報交換、連携等によりサービス提供を検討していき

ます。 
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■定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要 

 

 

 

■看護小規模多機能型居宅介護の概要 

 

 

  

 

 

 



 51 

（５）介護保険事業の適切な運営 

 

介護保険制度の持続可能性を確保し、利用者が安心して介護サービスを利用できるように、制度

の周知に努めるとともに、苦情への対応による改善や、給付の適正化を図ります。また、サービス

提供事業者の情報開示等、サービス水準の向上のための取り組みについても促進していきます。 

 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

制度の周知と利用意識 

の啓発 

【実施内容】 

介護保険事業の周知・普及に向け、広報紙やホームページ等を通じ

て紹介するとともに、パンフレットなどを配布しています。 

【今後の方向性】 

被保険者の制度や介護保険料納付に対する理解、サービス利用方法

等の周知を図っていくために、ミニデイサービスや各地区の集会等多

様な機会をとらえ、わかりやすい周知・広報に努めます。 

高齢者の身近な相談者である民生委員等に対する研修機会につい

ても充実を図ります。 

被保険者の不服や苦情 

への対応 

【実施内容】 

要介護認定申請者やサービス利用者の相談、苦情等については、健

康福祉課に相談窓口を設置して対応するとともに、地域包括支援セン

ターや在宅介護支援センター、民生委員等も介護サービスに関する相

談に応じています。 

また、苦情処理機関として県国民健康保険団体連合会、行政処分に

係る審査請求の審理・決裁する機関として県介護保険審査会がそれぞ

れ位置づけられており、居宅介護支援事業者や介護サービス事業者と

連携をとりながら苦情等の解決に取り組んでいます。 

【今後の方向性】 

介護保険施設、居宅サービス事業所に介護相談員を派遣するなど、

利用者の疑問や不満、不安の解消を図り、介護サービスの質的な向上

を図ります。また必要に応じて県、県国民健康保険団体連合会等と連

携を図り適切な対応に努めていきます。 

不服はあるが相談もできずに我慢していたり、不適切なサービス等

により生活に支障を来すことのないよう、利用者の意見を聞く機会づ

くりに努め、潜在的な苦情の把握と今後の防止に努めていきます。 

各苦情の発生原因を分析し、事業者等への周知も行いながら、今後

の発生防止に努め、介護サービスの質の向上、よりよい制度運営に結

びつけていきます。 
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施策・事業 内容 

給付の適正化 

【実施内容】 

広報紙等を通じて、介護保険事業の運営状況を開示していくととも

に、利用者に対して給付額の通知を行うなど、適切なサービス利用に

向けた意識の啓発に努めています。 

【今後の方向性】 

事業者による過度の利用者掘り起こしや不正請求などを抑制し、長

期的に安定した介護保険財政の運営につなげるため、「介護給付等費

用適正化事業」などを活用しながら、給付内容の審査に努めます。 

サービス提供事業者の 

情報開示と評価の促進 

【実施内容】 

県や関係機関との連携を図りながら、サービス内容や運営状況、職

員体制、施設設備、利用料、提供時間など、介護サービス事業者によ

る情報開示を行っています。 

【今後の方向性】 

サービス提供事業者による苦情処理体制の構築を支援するととも

に、事業者連絡会の設置・運営や事業者による第三者評価等を支援し、

介護保険サービスの質の向上に努めます。 

小規模型通所介護の 

地域密着型への円滑な

移行 

定員18人以下の小規模な通所介護については、平成 29年4月（施

行予定）までに地域密着型に移行するため、町の実情に沿った運営基

準等を策定するなど、円滑な移行の準備を進めます。 

居宅介護支援事業所指

定権限へ向けた取組み 

介護支援専門員（ケアマネジャー）の育成や支援に市町村が関わる

ことができるよう、平成 30 年 4 月から、居宅介護支援事業所の指定

権限が移譲されます。円滑な移譲に向けた準備に取り組んでいきま

す。 
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（６）相談支援体制の充実 

 

福崎町では、ひとり暮らし高齢者など、生活に不安を抱えている人への対応、要介護認定等の介

護が必要になった場合への対応、また要支援の人を対象とした介護予防プランの作成とサービス調

整等、地域包括支援センターと在宅介護支援センターで相談を受け付けています。 

身近な地域において、気軽に相談できる場所の確保に努め、個人情報の取り扱いにも配慮しなが

ら、適切な助言・情報提供を行うとともに、必要なサービスへとつなげていく仕組みづくりを推進

します。 

 

①地域包括支援センター等での総合相談事業 

だれもが安心して暮せる町づくりをすすめるために、地域包括支援センターでの総合相談事業等

の強化を図り、保健・医療・福祉の連携等によって、地域全体で高齢者を支える地域包括ケアシス

テムの構築に努めます。 

 

■地域包括支援センターの業務イメージ図 
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【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

地域包括支援センター 

における総合相談・支援 

【実施内容】 

地域の総合的な相談窓口として、介護保険事業、介護予防事業、高

齢者の権利擁護などの保健・医療・福祉全般の相談を受け、適切な関

係機関との連絡調整を行い、サービスへ結びつけるための支援を実施

しています。また、夜間休日の相談は役場で受付け、担当者が対応し

ています。 

【今後の方向性】 

総合相談支援、介護予防マネジメント、包括的・継続的マネジメン

ト、権利擁護等を円滑に行うため、保健師、社会福祉士、主任ケアマ

ネジャー等の人材確保と資質向上に努め、他職種がチームで関われる

支援体制を充実させます。 

在宅介護支援センター 

における相談 

【実施内容】 

町内には 1 か所の在宅介護支援センターすみよしの郷があり、社会

福祉協議会に運営を委託しています。 

地域包括支援センターのブランチとしても、住民の身近なところで

初期相談に応じ地域包括支援センターへつなぐ役割を持つとともに、

地域の高齢者宅を訪問し、実態把握を行い、支援の必要な高齢者を早

期に発見する役割になっています。 

【今後の方向性】 

今後も地域包括支援センターとの連携を密にし、地域の高齢者への

訪問活動を積極的に行い、地域支援事業の啓発や対象者の発見に努め

ます。 

相談窓口の充実 

【実施内容】 

初期相談は、健康福祉課や地域包括支援センター、在宅介護支援セ

ンター等で受け、社会福祉協議会ではなやみごと相談や法律相談を実

施しています。 

【今後の方向性】 

利用者にとって気軽に相談できる環境づくりに努めるとともに、医

療や福祉、法律等の専門相談に円滑に継続できるよう連携に努めま

す。また、住民から信頼される相談窓口となるよう、個人情報の取り

扱いには十分な配慮に努めます。 
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②介護家族の支援 

介護や支援を必要とする高齢者とその家族が安心して生活できるよう、介護者の負担の軽減や健

康づくりを推進します。 

 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

介護者支援体制の充実 

【実施内容】 

地域包括支援センター及び在宅介護支援センターで在宅介護の方

法や、介護者自身の健康について、いつでも相談に対応できる体制を

整えています。また、地域ケア会議の開催により、地域支援のネット

ワークの構築に努めています。 

在宅介護支援センターでは杖や歩行器等介護用品の展示を行い、実

際に試行できるよう介護用品を揃えています。 

【今後の方向性】 

今後も健康福祉課や地域包括支援センター、在宅介護支援センター

の職員や、介護支援専門員、民生委員など、家族介護者と日常的に関

わりを持つ関係者が連携し、介護者支援に関する情報の共有や各種支

援事業の実施に向けた企画・調整・運営等に努めます。 

介護者交流の積極的 

支援 

【実施内容】 

介護者を日常の介護から一時的に解放し、心身のリフレッシュを図

るとともに、介護者相互の交流の促進を目的として「介護者のつどい」

を開催しています。見学会・情報交換会などの交流事業の開催や介護

方法の講義や実習、介護者の健康づくりについての講話や体操等を行

い、介護者の不安や心身状況の安定を図っています。 

【今後の方向性】 

要介護者の重度化、介護期間の長期化、介護者の高齢化等介護者支

援の必要性はますます高まると思われます。今後とも介護者交流や健

康づくり等を進め、多くの介護者が参加しやすい会の運営と周知に努

めます。また、認知症の方とその家族、地域住民の方々が気軽に参加

できる「認知症カフェ」の導入に向けた準備に取り組んでいきます。 
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施策・事業 内容 

在宅老人介護手当・ 

家族介護慰労金の 

支給 

【実施内容】 

要介護度４・５に認定された高齢者を在宅で介護している人に介護

手当を支給するとともに、介護保険サービスを利用しない対象者を介

護している人に家族介護慰労金を支給し、家族の経済的負担の軽減を

図っています。 

【今後の方向性】 

近年、住居環境や介護方法が多様化しており、在宅老人介護手当は、

支給の条件等を検討していきます。 

介護用品購入費の助成 

【実施内容】 

老人介護手当の受給対象者等を対象に、介護負担の軽減を図るた

め、介護用品購入費を助成しています。（上限１万８千円） 

【今後の方向性】 

今後とも継続して実施するとともに、事業内容の周知・広報に努め

ます。 

介護相談員派遣事業 

【実施内容】 

介護相談員がデイサービスや自宅等を訪問し、利用者や介護者の相

談を受け、不安の解消や適切なサービス利用を支援しています。 

【今後の方向性】 

介護に関する不安や悩みを気軽に相談できる相手として浸透する

よう、周知に努めます。 
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③高齢者の権利擁護 

高齢者に対する虐待や権利擁護に関する課題について、地域包括支援センターを中心とした支援

を行うとともに、虐待等を発見した場合に適切に対応できるよう、関係機関と地域との連携を強化

します。 

社会福祉協議会等の関係機関と連携しながら、日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用支援

を推進します。 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

権利擁護に向けた 

取り組み 

【実施内容】 

高齢者が安心して地域で生活できるよう、判断能力が十分でない高

齢者等が福祉サービスを利用する際の支援や、権利擁護に必要な支援

を行っています。また、平成 23 年度からは、成年後見制度利用支援

事業を実施しています。 

また、地域福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援助事業）は社会

福祉協議会が行っており、福祉サービス利用手続きの支援や日常的な

金銭管理の支援を実施しています。 

【今後の方向性】 

成年後見制度の利用が必要であると判断した場合は、成年後見制度

利用支援事業の利用を促し、必要なときには町長申立の支援をしま

す。常に高齢者の視点に立ち、プライバシーの保護や迅速な対応等に

配慮した体制整備を図ります。 

高齢者虐待防止体制 

の充実 

【実施内容】 

地域包括支援センターが、高齢者虐待相談・通報を窓口として受け

付けるとともに、要援護者対策地域協議会にてケース検討を行い、情

報共有や処遇検討を行う体制を整備しています。現在、本人や家族か

らの通報や民生委員、介護サービス提供者からの情報があり、事実確

認を行った後、分離等の処遇やサービス調整を行い、被虐待者とその

養護者の支援を行っています。 

【今後の方向性】 

高齢者の虐待予防や発見時の通報方法等に関する普及・啓発に努

め、地域全体で予防、早期発見・早期対応への意識を高めます。 

また、高齢者虐待防止マニュアルを作成、活用する事で、予防・早

期対応・継続支援などの体制の充実、関係機関との連携強化を図りま

す。サービス事業者や相談窓口担当者等に対しては、虐待防止への対

応や介護者のケアに関する技術的・専門的な支援を図ります。 

保護が緊急に必要な高齢者の安全を速やかに確保するため、関係機

関と連携を図りながら、一時保護の手配や相談支援に努めるととも

に、介護で疲れた介護者等の心身の健康が回復できるように、介護者

のカウンセリング体制の充実に努めます。 
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（７）在宅生活の支援 

 

住み慣れた家庭や地域で、年齢や生活状態に関係なく、いつまでも安心して暮らすことができる

よう、関係機関との連携を図るとともに、高齢者一人ひとりの実態や希望に応じた包括的・継続的

な生活支援体制づくり（地域包括ケアシステムの構築）を推進します。 

 

①生活支援サービス 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

生活支援ホームヘルプ 

サービス 

【実施内容】 

要介護認定者以外の、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等で日常生

活の援助が必要な人を対象に、ホームヘルパーを派遣し、家事援助、

身体介護などを実施しています。 

【今後の方向性】 

地域包括支援センターとの連携を強化し、地域包括ケアシステムの

円滑な運用に努めます。 

みまもり給食サービス・ 

みまもり副食サービス 

【実施内容】 

70 歳以上の要援護ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯に対して月 2

～3 回お弁当を夕食として届けている他、年 4 回旬のものを佃煮等に

して届けています。安否確認を行うとともに、民生児童委員やボラン

ティア等が訪問することで孤独感の解消や相互に助け合う地域づく

りも同時に進めています。 

【今後の方向性】 

高齢者の孤独感の解消を図り、見守りによる安心して暮らせる地域

づくりを行うため、引き続き給食サービス、副食サービスを実施して

いきます。また、事業の周知・普及を図るとともに、対象者の把握や

ボランティアの確保に努め、必要とされる支援や対応を行っていきま

す。 

ふくちゃん弁当 

【実施内容】 

７０歳以上のひとり暮らし要援護高齢者に対して月１回昼食の弁

当を地域のボランティアが届けることで、地域の人とのふれあいを図

り、安否の確認を行っています。 

【今後の方向性】 

高齢者の孤独感の解消を図り、地域のふれあいを深めるため引き続

き実施していきます。 
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施策・事業 内容 

外出支援サービス 

【実施内容】 

一般交通機関を利用することが困難で、家庭で移送手段の確保が難

しい要援護高齢者等を対象に、介護タクシー等により医療機関への送

迎を実施しています。 

【今後の方向性】 

対象となる高齢者等に対して事業の普及・広報を進め、事業を推進

していきます。また、今後増加する単身高齢者や高齢世帯への対応を

検討していきます。 

寝たきり老人等布団 

クリーニング助成 

【実施内容】 

要介護３以上の人、重度心身障害者介護手当受給者等を対象に、寝

具の衛生管理のため、布団クリーニングにかかる費用を助成していま

す。 

【今後の方向性】 

本事業が必要と考えられる高齢者等に対してサービスを提供して

いけるよう、広報などによりサービスの周知を図るとともに、利用し

やすいサービスとなるよう内容の充実を図ります。 

日常生活用具の給付 

【実施内容】 

心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な要援護高齢者やひと

り暮らし高齢者等を対象に、火災警報器、自動消火器、電磁調理器を

給付しています。 

【今後の方向性】 

事業を継続するとともに、事業内容の周知・広報に努めます。 

生活管理指導短期 

宿泊事業 

【実施内容】 

社会適応が困難な高齢者等の要介護状態への進行を予防するとと

もに、その家族の福祉の向上を図るため、養護老人ホーム等への短期

間の宿泊により、日常生活に対する指導・支援を行っています。 

【今後の方向性】 

地域包括支援センター、在宅介護支援センター、民生委員等の関係

機関と連携を図りながら、事業が必要と考えられる高齢者に対して周

知し、適正利用を図ります。 

介護用品の貸出 

【実施内容】 

在宅の寝たきり高齢者（介護保険制度で機器貸与対象外の方）等を

対象に、介護負担の軽減を図るため、社会福祉協議会がベッド・車イ

ス・杖・歩行器等の一時的な貸出を実施しています。 

【今後の方向性】 

今後は、チェックリストの作成および、関係機関との連携により、

対象者の適正化を図り、介護保険非該当者や未利用者等を対象とする

事業として継続して実施します。 
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施策・事業 内容 

福祉電話の貸与 

【実施内容】 

電話を設置していない低所得のひとり暮らし高齢者に福祉電話を貸

与し、基本料金等を負担しています。 

【今後の方向性】 

安否確認、緊急時の連絡等に有効であるため、引き続き事業を実施す

るとともに、民生委員等と連携し、対象者の把握に努めます。 

緊急通報システム 

【実施内容】 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯などを対象に、急病や災害時等に簡

単な操作で通報できる装置を貸与し、緊急時に速やかに救急の手配や近

隣の人への安否確認の訪問を依頼し、適切な対応を図っています。 

【今後の方向性】 

地域における見守り体制の整備・強化を図るなど、引き続き緊急通報

体制の拡充を図り、迅速な対応に努めます。 

みまもり電話サービス 

【実施内容】 

70 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の希望者を対象に、ボ

ランティアが毎週電話で安否確認を行い、問題のあるケースについて

は、各機関に連絡し対応するもので、社会福祉協議会が実施しています。 

【今後の方向性】 

高齢者の抱える問題の発見やサービスニーズの集約にもつながって

いることから、引き続き事業を実施していきます。 

長寿祝金敬老事業 

【実施内容】 

９月の敬老月間に長寿を祝福するため、祝金品を贈呈しています。 

【今後の方向性】 

引き続き実施しますが、財政状況等を踏まえて事業のあり方を適宜見

直していくものとします。 
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②介護保険外の施設・住宅（養護老人ホーム等） 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

養護老人ホーム 

【実施内容】 

低所得で身寄りがなく虚弱であるなど、在宅での生活が困難な高齢者

を対象とする施設です。町内には町立の福寿園があります。 

【今後の方向性】 

住民に対する情報提供を行い、利用希望者の利便を図るとともに、近

隣市町に所在する施設との連携体制を構築します。 

高齢者向け住宅 

【実施内容】 

サービス付き高齢者向け住宅とは、民間事業者などによって運営さ

れ、都道府県単位で認可・登録された賃貸住宅であり、主に自立あるい

は軽度の要介護状態の高齢者を受け入れています。 

【今後の方向性】 

本町においては、現在は町内に 2 か所のサービス付き高齢者向け住

宅があります。 

今後も高齢者のニーズ等の適切な把握に努めます。 

その他の施設 

【実施内容】 

高齢者のための入所施設としては、ケアハウス、有料老人ホーム、生

活支援ハウス、軽費老人ホームなどがあります。これらの施設はいずれ

も町内にはありません。 

【今後の方向性】 

今後とも近隣市町の施設整備状況をみながら広域的な調整を図って

いきます。また、住民に対する情報提供を行い、利用希望者の利便を図

るとともに、施設との連携体制を構築します。 
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（８）認知症高齢者等への支援 

 

認知症の周知を行い、予防、早期発見・早期対応を図り、認知症になったとしても安心して暮ら

すことができる体制づくりを推進します。 

また、認知症高齢者とその家族への支援として、専門的なサービスや介護する家族の負担を軽減

する取り組み、若年性認知症に対する支援などの充実を図ります。 

国の認知症対策として 2025 年を目指し策定された、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラ

ン）に基づき、認知症総合支援事業の開始に向けた準備に取り組むなど、認知症の人が、住み慣れ

た地域で、安心して自分らしく暮らすことができるよう体制づくりを推進します。 

※認知症総合支援事業とは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律」により「保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の

早期における症状の悪化防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に

対する総合的な支援を行う事業」をいう。地域支援事業の包括的支援事業として位置づけ、以下の

3 事業を総合的に行うものである。平成 27 年度から順次実施し、平成 30 年度には全市町村で実

施することとされている。①②については平成 27 年度に開始しない場合は、条例で猶予期間を定

める必要があります。 

① 認知症初期集中支援推進事業 

② 認知症地域支援推進員設置事業 

③ 認知症ケア向上推進事業  

 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

相談体制の充実 

【実施内容】 

地域包括支援センターを認知症の症状のある人やそのおそれのあ

る人、家族などの相談窓口として位置づけています。 

その状況に応じて、医療機関の受診や介護サービス、その他の支援

制度等についての相談支援を行っています。 

【今後の方向性】 

地域包括支援センターが気軽に相談できる窓口として利用される

よう努めるとともに、中播磨健康福祉事務所や精神科病院等専門機

関、認知症疾患医療センターとの連携を強化し相談体制の充実を図

り、専門医療機関での診断やサービスの利用に結びつけられる体制の

整備に努めます。 

相談窓口と保健部署、かかりつけ医などの連携体制の確立に努める

とともに、相談に対応する職員の研修を積極的に行い、相談技術の向

上を図ります。 

 

 

 

 



 63 

施策・事業 内容 

医療・福祉サービスの 

充実 

【実施内容】 

認知症のレベルに応じて通所型のサービスを中心に提供していま

す。認知症になる恐れの高い高齢者を対象に「いきいきデイサービス」

「はつらつ大学脳楽部」「頭・はつらつ会」「粋々倶楽部」等の認知症

予防教室を開催しています。 

介護サービスとしては、小規模多機能型居宅介護が 2 か所、認知症

対応型通所介護が 2 か所、認知症対応型共同生活介護が 3 か所あり、

認知症の方が利用しやすい内容となっています。医療サービスとし

て、「重度認知症デイケア」が毎日開催され、在宅ケアを進めるため

の大きな力となっています。 

【今後の方向性】 

認知症を予防するためには、閉じこもりを予防し、社会参加の機会

を持っていただくことが重要であることから、認知症の段階に応じ

て、最も適当なサービスが提供できるよう事業を充実させます。 

認知症に対する正しい

理解の普及・啓発 

（認知症サポーター 

養成講座） 

【実施内容】 

認知症に関する正しい知識の普及のため、各種パンフレットによる

周知や研修、地域のミニデイサービスにおける認知症学習会の開催等

を実施しています。 

認知症に対する正しい知識と具体的な対処方法等を伝える認知症

キャラバンメイトによる「認知症サポーター」の養成を行っています。 

【今後の方向性】 

広報紙による情報提供や講演会・研修等の開催を通じて、正しい知

識の普及・啓発を図り、特に若い世代なども含めた幅広い年齢層の認

知症サポーターを養成します。 

認知症家族支援 

（やすらぎ訪問） 

【実施内容】 

「認知症家族やすらぎ支援事業」は、認知症に対する知識や介護方

法等を取得した「やすらぎ支援員」が居宅を訪問し、家族に代わって

見守りや話し相手になることで、介護する家族を支援しています。 

【今後の方向性】 

認知症の方を介護する家族の精神的支援の必要性は高く、今後とも

「やすらぎ訪問」の周知及び支援員の確保や資質の向上に努めるとと

もに、今後は、「介護予防・日常生活支援総合事業」への移行を検討

していきます。 
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施策・事業 内容 

認知症高齢者の暮らし 

を支える体制づくり 

【実施内容】 

認知症に対する誤解や偏見をなくし、認知症になっても住み慣れた

地域で住み続けることができるまちづくりをめざし研修会等を実施

するとともに、個々の事例を通して、地域との連携を図っています。 

【今後の方向性】 

「認知症にならない、なっても安心して暮らせるまちづくり」を進

めるため、地域包括支援センターを中心に福祉、医療など関係機関と

の連携を推進するとともに、地域の拠点やマンパワーなど地域資源の

活用と認知症疾患医療センター等専門機関も含むネットワークの構

築を進めていきます。 

認知症ケアパスの 

普及 

【今後の方向性】 

地域に住む認知症の人の生活機能障害の進行にあわせ、いつ、どこ

で、どのような医療・介護サービスを受けることができるのかの道筋

となる、認知症ケアパスを作成し、普及させます。また、認知症ケア

パスは地域にある社会資源の変化に応じて、常に見直しをしていきま

す。 

認知症支援推進員の 

配置 

【今後の方向性】 

地域の実情に応じて、医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機

関をつなぐ連携支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務を

行う認知症地域支援推進員を、地域包括支援センターに配置します。

認知症地域支援推進員は認知症初期集中支援チームと連携を図りま

す。配置には準備を要するため、福崎町介護保険条例で平成 29 年 4

月までの猶予期間を定めています。 

認知症初期集中支援 

チームの設置 

【今後の方向性】 

複数の専門職（医療と介護の専門職や専門医）が認知症の疑われる

人、認知症の人とその家族を訪問し、早期診断・早期対応に向けた初

期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行います。         

設置には準備を要するため、福崎町介護保険条例で平成 29 年 4 月ま

での猶予期間を定めています。 

認知症カフェ開始 

【今後の方向性】 

認知症ケア向上推進事業のひとつです。 

認知症の人や介護者の負担を軽減するため、地域の人や専門家と相

互に情報を共有し、お互いを理解し合う場として設置します。平成

27 年度に 1 か所予定します。 
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３. ふれあい・支えあいのまちづくり 

加速する高齢化と家族形態の変化により、今後も援護を必要とする高齢者はますます増加すると予測

されます。だれもが安心して暮せるまちづくりを進めるために、介護保険等の公的サービスだけでなく、住

民やボランティアによる見守りなどのインフォーマルサービスの促進により、高齢者自身が主体的に自身

の能力を発揮し、自立した生活を継続できる地域づくりをすすめます。 

 

（1）地域総合援護システムの推進 

 

地域総合援護システムとは、地域生活の中で生まれるつながりを生かし、生活の困りごとを住民

や関連機関が共有し、必要に応じて助け合う、福崎町が平成 4 年から取り組んでいる地域の助け合

いの仕組みです。今後は、地域包括ケアシステムの一環として取り組んでいきます。地域支援事業

では、包括的支援事業に生活支援サービス充実のための体制整備として、「生活支援コーディネー

ター（地域支え合い推進員）」や「協議体」の設置が位置付けられ、生活の困りごと等を多様なサ

ービスの開発につなぐことが求められています。 

■地域総合援護システム イメージ図 
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【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

地域総合援護システム 

の推進 

【実施内容】 

高齢者等が安心して生活できるよう、福崎町と社会福祉協議会が連

携して各自治会単位で地域総合援護システムを推進しています。 

町内のほとんどの地区において、地域活動を考え直す場がつくら

れ、各地域に必要な交流や課題解決の取り組みが実践されています。 

【今後の方向性】 

地域総合援護システムで培ってきた地域活動の取り組みを、地域包

括ケアシステムの構築にも積極的に取り込んでいきます。 

平成 27 年度においては、生活支援協議体を設置し、住民が担い手

として参加する住民主体の活動や、NPO、社会福祉法人、協同組合、

民間企業、シルバー人材センターなどの多様な主体による多様なサー

ビスの提供体制を構築します。コーディネーターについても設置形態

等を検討します。 

＊生活支援協議体は、生活支援の基盤整備のため、定期的な情報の

共有・連携強化の場として設置するものです。福崎町では、効率

的なサービスの開発や新事業の創出を図るため、神戸医療福祉大

学と官学連携していきます。 

＊コーディネーターは、地域において、生活支援サービスの提供体

制の構築に向け協議体と連携しつつ、地域課題を解決するために

地域で活動を行う関係者等に働きかけをすること等を通じて、主

に資源開発やネットワーク構築を行う者をいいます。 

ミニデイサービス 

【実施内容】 

各地区では、ひとり暮らし高齢者や家に閉じこもりがちな高齢者を

対象に、社会的な孤立感の解消や介護予防を目的として、公民館等で

ミニデイサービス活動が展開されています。 

【今後の方向性】 

様々な活動の提案を行い、情報交換の場の提供や、参考になる地域

の情報などを発信していきます。また、アンケートにより地域課題を

整理するなどし、ミニデイサービスの継続支援に努めるとともに、男

性の参加しやすい環境づくりについて検討します。 
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（２）地域福祉の推進 

 

住民の一人ひとりが地域福祉の担い手として、地域の中での声かけや見守りなど、高齢者等支援

を必要とする人に必要な支援を行うことができる仕組みづくりを推進します。 

また、関係機関やボランティア等が地域におけるネットワークづくりを進めます。 

 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

ふれあい・支えあいの 

地域づくり 

【実施内容】 

各地域で自治会、まちづくり委員会、老人クラブ、女性会、子ども

会、サポートクラブなど各種団体が多様な活動を行っており、こうし

た活動を通じて連帯意識を高め、相互に支えあう地域づくりが進めら

れています。町としては、各地域や町単位での住民活動・イベントな

どへの支援・提案・実施や、住民協働によるまちづくりにより、ふれ

あい・支えあいの地域づくりを進めています。 

あわせて、地域福祉推進組織である社会福祉協議会とも共同して地

域福祉を推進していきます。 

【今後の方向性】 

高齢者が地域のつながりのなかで支えられるよう、各種団体への積

極的な支援と働きかけを進めるとともに、連携の強化を図ります。 

また、住民同士が日常的なつながりの中からお互いに認め合い、支

えあえるよう、さまざまなふれあいの機会づくりを進めます。 

高齢者の健康づくりや 

福祉に関する広報・啓発 

【実施内容】 

ふくろう通信による高齢者情報の発信や、巡回教室等による社会教

育の機会づくり、また、社会福祉協議会が町内の小中学校に対する福

祉教育推進校指定による体験学習の推進を行っています。 

【今後の方向性】 

住民・行政・サービス事業者等がともに高齢者福祉の推進に向けた

課題に目を向けその解決に取り組めるよう、広報誌や手引書の発行等

を通じて意識の高揚に努めます。 

ボランティア活動の 

推進 

【実施内容】 

高齢者に関する事業実施にかかるボランティアの育成と活用をし

ています。また、社会福祉協議会にボランティアコーディネータを設

置し、高齢者支援に関わるボランティア活動の促進にも力を入れてい

ます。 

【今後の方向性】  

高齢者の増加に伴い、今後の必要性が高まる高齢者関係事業の支援

者育成のため、社会福祉協議会とも共同して、活動に必要な基礎知識

や技能を習得するための講座開催や情報提供を進めます。 
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（３）高齢者見守り体制の強化附箋 

一人暮らしや高齢世帯などで、生活に不安がある方に対して、その心身の状況や生活状況により、

必要な見守りが受けられる体制を整備します。 

 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

高齢者見守り事業 

【実施内容】 

要援護高齢者の実態把握を行って、見守りの必要性を検討し、地域

の民生委員、福祉委員、サービス提供者等と連携を取り、訪問等によ

り見守りを行っています。 

必要な高齢者宅には定期的に看護師による訪問を行い、閉じこもり

や認知症予防などの指導を行っています。 

【今後の方向性】 

高齢者に対してより充実した見守りを実施するため、定期的な訪問

を活発にするだけでなく、地域における互助活動としての見守り体制

を構築します。 

 

 

（４）緊急時（災害時）の支援対策 

 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

救急（緊急）情報の把握 

【実施内容】 

急病や怪我など、救急時に必要な情報が支援者に伝えられ、適切な

対応を早期に実施できるように、必要な情報を、要援護者宅に保管し、

使用できるようにするため、緊急医療情報キットを必要な高齢者宅に

配布しています。 

【今後の方向性】 

緊急医療情報キット内の情報を更新するように、利用者に働きかけ

るとともに、必要な方が利用できるように啓発します。 

災害時支援計画の作成 

【実施内容】 

災害が発生したときや、その恐れがある時に、手助けが必要な高齢

者等に対して、地域が中心となり、その支援内容や支援者を記載した

「要援者個別支援計画」を作成しています。計画書は、役場と自治会

が保管し、必要な場合は地域の支援団体に提供されます。 

【今後の方向性】 

必要な方全ての計画が作成されるよう、自治会と協力しながら進め

ます。また、基本的な情報の自動更新を行うようにするとともに、支

援内容の変更漏れや登録漏れ等がないよう地域との連携を強化しま

す。 
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（５）だれもが暮らしやすい環境づくり 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、災害時への備えをはじめ、道路

や公共交通機関、公共施設等のバリアフリーを推進します。 

 

【主な施策・事業】 

施策・事業 内容 

人生 80 年いきいき 

住宅助成 

【実施内容】 

住み慣れた住居で自立した生活を続けていくために、トイレ、浴室、

台所等の住宅改造を必要とする高齢者等を対象に、改造内容に応じて

費用を助成しています。（限度額があります） 

【今後の方向性】 

介護保険事業の住宅改修と連携を図りつつ、適切な助成に努めま

す。 

住宅・設備の改造を望む高齢者等に対して、必要な情報の提供やア

ドバイスを行い、一人ひとりの状況に応じた住宅改造を支援します。 

住宅改修支援事業 

【実施内容】 

住宅改修に関する相談・情報提供や、住宅改修に関する助言を行う

とともに、住宅改修費の支給の申請に関する理由書を作成した場合の

経費の助成を行っています。 

【今後の方向性】 

介護（予防）サービスのうち、住宅改修費のみ利用される人にも、

支給の申請がしやすいよう事業の周知を図っていきます。 

高齢者向け住宅の 

情報提供 

【実施内容】 

高齢者向け優良賃貸住宅やシルバーハウジングなど、高齢者を対象

とする住まいの整備について県や関係機関とともに検討しています。 

【今後の方向性】 

引き続き高齢者のニーズ等の適切な把握に努め、整備の必要性につ

いて検討していきます。 

福祉のまちづくりの 

普及・推進 

【実施内容】 

関係法令・条例等に基づき、だれもが自由に活動できるまちづくり

を進めるため、整備指導を行っています。 

【今後の方向性】 

福祉のまちづくりに関する法・条例などについて、住民や事業者に

対する普及・啓発に努め、意識の高揚を図ります。 

すべての人が社会に参加できるよう、みんなが使いやすい施設、交

通手段、モノ、サービスなどをはじめから生み出していこうとする「ユ

ニバーサルデザイン」の考え方の普及・啓発に努めます。 
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施策・事業 内容 

建築物の 

バリアフリー化 

【実施内容】 

県の「福祉のまちづくり条例」等に基づき、福祉的配慮のある施設

整備を推進しています。 

【今後の方向性】 

既存の公共施設については、多くの人が利用することに配慮し、す

べての人にとって利用しやすいものとなるよう、エレベーターの設置

や段差解消、多目的トイレの設置などの改善に努めます。 

高齢者が利用することの多い民間施設には、住民の希望に基づき改

善への協力を要請するとともに、新たな施設整備にあたっては、平成

23 年 7 月の条例改正により、大半の建築物が建築確認において審

査・検査されることとなり、より一層、法・条例への適合を図るよう

民間事業者に対する必要な指導、助言に努めます。 

利用しやすい交通手段 

の確保 

【実施内容】 

各集落を巡回して、役場・駅・文化センター・文珠荘等公共施設を

つなぐ町内巡回バス「サルビア号」を運行しています。また、公共交

通機関等に対し、高齢者の移動の安全性、利便性の確保に努めるよう、

働きかけています。 

【今後の方向性】 

引き続きバス路線の維持・充実、ノンステップバスの導入、駅など

交通施設におけるスロープ等の整備など、交通手段の確保・充実や交

通施設の整備を関係機関に働きかけます。 

外出しやすい 

まちづくり 

【実施内容】 

歩道の段差解消、点字・誘導ブロックの設置、危険箇所への交通安

全施設の設置など、道路交通環境の整備を進めています。 

【今後の方向性】 

既存の道路は、十分な幅員の確保、歩車道の分離などの充実を図る

ため、緊急性・重要性を考えながら計画的な整備に努めます。 

今後新設する道路などについては、福祉のまちづくり等の考え方に

沿った安全性の高い整備を実施していきます。 

乗り上げ駐車や自転車等の放置など、歩道上の障害物をなくすため

住民や事業者等への啓発・広報に努め、安全な歩行空間の確保に努め

ます。 
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施策・事業 内容 

防災・防火対策の充実 

【実施内容】 

消防など関係機関との連携により、高齢者が暮らす住宅の防災・防

火対策の推進や火災・災害の発生時の緊急通報体制の充実を図るとと

もに、平成 22 年度に福崎町災害時要援護者避難支援プラン、平成 23

年度に個別支援計画を作成し、災害時に要援護者を速やかに救出・避

難できる体制づくりをすすめています。 

また、関係機関と連携して、災害に対する知識の普及啓発を行うた

め、防災マップ等を作成・配布するなど広報活動を展開しています。 

【今後の方向性】 

福崎町災害時要援護者避難支援プランや個別支援計画に基づき、個

人情報に配慮しつつ支援の必要な高齢者等の現状把握を行うととも

に、自主防災組織と連携を図り、災害時に地域で円滑な救出・救助活

動が行われるよう、実践的な防災訓練に参加するよう呼びかけます。

また、公共施設でも定期的に防災訓練を実施します。 

防犯対策の充実 

【実施内容】 

高齢者に対する犯罪被害を防止するため、振り込め詐欺など防犯知

識の周知徹底や、悪徳商法等の消費者被害防止に向けた情報の提供に

努めています。 

 

交通安全対策の充実 

【実施内容】 

歩道の設置、視覚障害者誘導用ブロック、音声信号機の整備等を県

などの関係機関と連携して推進するとともに、路上放置物等の撤去指

導などを通じて高齢者や障害者の安全な通行を確保しています。 

【今後の方向性】 

高齢者や障害者などが安全で円滑に道路を通行できるよう、歩道の

有効幅員の確保、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの敷設など

バリアフリー化を図ります。 

また、高齢者や家族に対する交通安全学習など、住民自らが交通事

故から身を守る方法を指導するとともに、ドライバーに対する安全運

転の啓発に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

１. サービス見込み量の算出手順 

本計画期間（平成 27 年～29 年度）のサービス見込み量は、人口推計による被保険者数、これ

までの実績に基づく要支援・要介護認定者数を基礎数値としています。 

施設・居住系サービスの利用者数については、第 5 期計画（平成 24～26 年度）の実績を基に、

今後の施設整備予定等の状況を勘案し、見込み数を算出しています。居宅サービス・地域密着型サ

ービスの利用者数については、要支援・要介護認定者数の推計から施設・居住系サービス利用者見

込み数を差し引き、要介護度別のサービス受給率を勘案し、標準的居宅サービス受給者数を算出し

ています。標準的居宅サービス受給者見込み数に各サービスの利用率、給付額等を掛け合わせ、各

サービスの供給量見込み（年間）を算出しています。 

 

 

■サービス見込み量算出の流れ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 介護保険事業の推進 
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第 6 期介護保険事業計画の主な改正点（平成 27 年度～平成 29 年度） 
  

 

介護保険料について  

 

①被保険者の負担率の改正  

● 第 1 号被保険者（65 歳以上）       21％ ⇒ 22％  1％負担増 

● 第 2 号被保険者（40 歳から 64 歳）   29％ ⇒ 28％  1％負担減 

  

②保険料負担段階の細分化 

  ● 第 5 期：第 7 段階から第 6 期：第 10 段階へ細分化する。 

   （所得水準に応じて細やかな保険料設定を行うことにより、低所得者の負担を軽減する。） 

 

● 第 6 期に新設した段階 

    ・合計所得金額が 120 万円未満   第 6 段階  120％ 

    ・合計所得金額が 290 万円未満   第 8 段階  145％ 

 

 

介護給付費（サービス）について  

 

③介護予防給付の市町村事業への移行（新総合事業）  

● 介護の必要度が低い、要支援 1、2 向けの訪問介護・通所介護は、介護保険サービスから

市町村が地域の実情に応じた取組ができる地域支援事業に、29 年 4 月移行予定です。 

● 訪問介護と通所介護のサービスは市町村ごとに内容や利用料を定めます。 

● 介護保険の介護事業所による既存サービスに加え、ボランティアやＮＰＯ等による多様な

サービスの提供が可能です 。 

   ● 訪問看護、訪問・通所リハビリテーション、福祉用具貸与等は、介護予防給付に残ります。 

 

④地域密着型サービスの整備の充実 

  ● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

    平成 29 年 3 月から町内で 1 事業所見込みます。 

  ● 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

    平成 29 年 3 月から 1 ユニット（9 床）増を見込みます。 

  ● 小規模な通所介護事業所を地域密着型サービスへ移行します。 

    介護保険法の改正により通所介護事業所の利用定員が 18 人以下の事業所が対象です。 

    運営基準等の条例制定し平成 29 年 4 月から施行します。 
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主な介護保険制度改正について  

 

⑤利用者負担の引き上げ  

 ● 介護保険の利用者自己負担割合は、所得水準にかかわらず原則 1 割ですが、平成 27 年 8

月から一定以上の所得がある人は 2 割に引き上げになります。 

 

⑥特定入所者介護（予防）サービス費の見直し  

  ● 特養や老人保健施設へ入所する際、原則として自己負担となる食費や部屋代について、 

所得の低い住民税非課税世帯の人や生活保護受給者などに費用の一部を補助しています 

が、食費や居住費を負担して在宅で生活する方との公平性や、預貯金等を保有し、負担能 

力が高いにもかかわらず、保険料を財源とした補足給付が行われる不公平を是正する必要   

があるため見直しが行われます。平成 27 年 8 月から施行。   

   

⑦住所地特例の見直し  

● これまで高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅に 

ついては、有料老人ホームであっても基本的に住所地特例の対象外とされていましたが、 

有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅についても特定施設として住所地特 

例の対象となります。施行日は平成 27 年 4 月からです。施行日以後に該当する特定施設 

に入居した者から住所地特例の対象となります。 

 

 ⑧特別養護老人ホームの入所要件を原則、要介護 3 以上に限定  

● 27 年 4 月以降に新たに入所する人は原則、要介護度が要介護 3 以上に限定されます。 

（ただし、既に入所している人は除きます。） 

● 現在は要介護 1～5 が申し込めるが、入所希望者が多いのに施設数は足りないため、自宅

で暮らすのが難しい中重度の人を優先します。 

  ● ただし、要介護 1 または 2 でも、「認知症で常時見守りが必要」などやむを得ない事情に

より特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、特例と

して新規入所を認められます。 
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２. サービス見込み量の推計 

（1）居宅サービス・介護予防サービス利用者数の見込み 

 

居宅サービス利用者数は、過去の給付実績を基に算出しました。 

要介護認定者数の推計より、今後も認定者数の増加が予測されることから、居宅サービス利用者

数は増加を見込んでおり、平成 29 年度には 764 人の利用を見込んでいます。 

 

 

■居宅サービス・介護予防サービス利用者数見込み                                      単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

総利用者数 737  757  764  

予防給付 
要支援 1 129  133  136  

要支援 2 118  120  119  

介護給付 

要介護 1 194  193  191  

要介護 2 125  131  134  

要介護 3 72  89  90  

要介護 4 38  26  26  

要介護 5 62  65  66  
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（2）居宅サービス・介護予防サービスの見込み量 

居宅サービス・介護予防サービスの種類ごとの見込み量は、過去の給付実績を基に必要量を算出

しました。居宅サービス利用者数の増加に伴い、それぞれ増加を見込んでいます。 

 

 

■居宅サービス見込み量 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 

訪問介護 
利用回数（回/年） 17,375  19,409  23,899  

利用者数（人/年） 948  996  1,044 

訪問入浴介護 
利用回数（回/年） 229  314  300  

利用者数（人/年） 96  120  132  

訪問看護 
利用回数（回/年） 8,160  11,173  15,234  

利用者数（人/年） 912  1,176  1,476  

訪問リハビリテーション 
利用回数（回/年） 838  626  760  

利用者数（人/年） 204  228  252  

居宅療養管理指導 利用者数（人/年） 672  828  900  

通所介護 
利用回数（回/年） 30,724  30,900  27,504  

利用者数（人/年） 2,964  2,760  2,460  

通所リハビリテーション 
利用回数（回/年） 3,011  5,549  8,289  

利用者数（人/年） 276  348  396  

短期入所生活介護 
利用回数（回/年） 8,970  10,636  10,183  

利用者数（人/年） 900  1,020  1,008  

短期入所療養介護 
利用回数（回/年） 428  809  1,342  

利用者数（人/年） 96  132  132  

特定施設入居者生活介護 利用者数（人/年） 72  84  108  

福祉用具貸与 利用者数（人/年） 2,688  2,688  2,820  

特定福祉用具販売 利用者数（人/年） 60  63  66  

住宅改修 利用者数（人/年） 40  42  44  

居宅介護支援 利用者数（人/年） 3,984  3,756  3,432  
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■介護予防サービス見込み量 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 

介護予防訪問介護 利用者数（人/年） 2,880  3,036  312  

介護予防訪問入浴介護 
利用回数（回/年） 54  79  158  

利用者数（人/年） 24  24  36  

介護予防訪問看護 
利用回数（回/年） 683  732  766  

利用者数（人/年） 84  96  108  

介護予防 

訪問リハビリテーション 

利用回数（回/年） 244  373  602  

利用者数（人/年） 144  156  192  

介護予防 

居宅療養管理指導 
利用者数（人/年） 1,008  1,332  1,440  

介護予防通所介護 利用者数（人/年） 1,680  2,148  432  

介護予防 

通所リハビリテーション 
利用者数（人/年） 408  588  756  

介護予防 

短期入所生活介護 

利用回数（回/年） 82  128  140  

利用者数（人/年） 84  108  120  

介護予防 

短期入所療養介護 

利用回数（回/年） 40  55  74  

利用者数（人/年） 24  24  24  

介護予防 

特定施設入居者生活介護 
利用者数（人/年） 24  24  36  

介護予防福祉用具貸与 利用者数（人/年） 996  1,176  1,344  

特定介護予防 

福祉用具販売 
利用者数（人/年） 60  72  84  

介護予防住宅改修 利用者数（人/年） 20  28  38  

介護予防支援 利用者数（人/年） 1,644  1,668  1,656  
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（3）地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス利用者数の見込み 

 

地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス利用者数は、過去の給付実績、今後の施設整

備計画を基に算出しました。 

また、第６期計画期間中に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を新たに 1 施設を見込み、認知

症対応型共同生活介護は、新たに 1 ユニットを設置する予定となっています。 

 

 

■地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス利用者数見込み                         単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

地域密着型サービス 127  133  190  

 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  0  35  

 
認知症対応型通所介護 19  20  22  

 
小規模多機能型居宅介護 48  50  54  

 
認知症対応型共同生活介護 45  46  50  

 地域密着型 

介護老人福祉施設入所者生活介護 
15  17  19  

 
地域密着型通所介護（仮称） 0 0 10 

 

 

（4）地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービスの見込み量 

地域密着型サービスは、過去の給付実績及び施設整備計画やサービス提供事業者の参入意向など

を基に必要量を算出しました。 

 

■地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービスの見込み量 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 
利用者数（人/年） 0 0 420 

認知症対応型通所介護 
利用回数（回/年） 1,740  1,669  1,639  

利用者数（人/年） 228  240  264  

小規模多機能型居宅介護 利用者数（人/年） 576 600 648 

認知症対応型共同生活介護 利用者数（人/年） 540 552 636 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
利用者数（人/年） 180 204 228 

地域密着型通所介護（仮称） 
利用回数（回/年） 0 0 360 

利用者数（人/年） 0 0 120 
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（5）施設サービスに関する目標と利用者数の見込み 

介護老人福祉施設に関して、県基本指針において、今後、団塊の世代が後期高齢者となる 2025

年度に向けた待機者解消を目指すため、2025 年度までに 1 割が在宅サービスへ移行することを

目標とし、また、重度者への重点化を進めるため、原則として要介護 3～5 の方のみの利用と定め

られています。 

これらを踏まえ、福崎町では施設サービス今後の施設利用者の見込みと目標を以下のように設定

しています。 

 

 

■施設サービス利用者数見込み                                                    単位：人 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

介護保険施設入所者 124  126  128  

 介護老人福祉施設 80  81  83  

 
介護老人保健施設 19  20  21  

 
介護療養型医療施設 25  25  25  

 

 

■地域密着型施設・居住系サービス利用者数見込み                                  単位：人   

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

地域密着型施設 60 63 69 

 

 

認知症対応型共同生活介護 45  46  50  

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
15  17  19  
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３. 地域支援事業の推進 

（1）地域支援事業の概要 

地域支援事業は要支援・要介護状態になること予防するとともに、要介護状態になった場合にも

地域において自立して生活できるよう、「介護予防事業」「包括的支援事業」「任意事業」の 3 事業

を実施しています。 

今回の介護保険法改正により、要支援１及び２に認定されている方の訪問介護、通所介護のサー

ビスが、国が一律に決めている基準のサービスから地域の実情に合わせて提供する介護予防・日常

生活支援総合事業へ移行します。（33 頁参照）また、二次予防事業で実施していた通所型介護予防

事業、訪問型介護予防事業についても介護予防・日常生活支援総合事業へ移行します。 

本町においても、介護予防・日常生活支援総合事業の平成２９年度実施に向け、現在実施してい

る各事業の見直しを行い、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス等の提供体制の構

築、介護予防ケアマネジメントの充実等を図ることで、速やかな事業の移行に努め、高齢者が住み

慣れた地域で、安心して生活できるよう地域支援事業を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

※上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村は 

この例を踏まえて、地域の実情に応じたサービス内容を検討する。 
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４. 介護保険事業の適正・円滑な運営 

（1）適正な要支援・要介護認定の実施 

介護保険制度は、保健・医療・福祉にわたる制度であり、要介護認定は、保険給付の基準となる

大変重要な位置づけにあるため、公平・中立な事務処理を行います。 

適正な認定調査を実施するため、認定調査は原則、町職員が行うとともに、調査員に対し調査技

法や統一した判断基準、特記事項の記載方法などの研修を実施し、調査員の資質の向上に努めます。 

また、医師の意見書については、兵庫県や医師会とも連携して研修や情報提供を行うなど、意見

書の記載が適切に行われるよう取り組みます。 

 

（2）介護保険事業に関わる評価の推進 

介護保険事業の円滑かつ適正な運営を確保するため、サービス利用の動向等介護保険の運営状況

を定期的に評価・分析するとともに、住民にわかりやすい運営状況に関する情報開示を進めます。 

 

（3）介護給付適正化に向けた取り組みの推進 

介護保険制度の運営状況をみると、利用者数は増加傾向にあり、高齢者の安心を支える制度とし

て着実に定着しつつあります。そのため、今後も介護保険制度が持続可能な制度として運営してい

くことができるよう、効果的なサービス提供が行われているか、不適正なサービスがないか検証し、

適正な給付が行われるよう改善していく必要があります。 

今後も国民健康保険団体連合会から提供される縦覧点検表や介護給付適正化システムを活用し、

不適正なサービス提供が行われていないか点検を行い、介護給付費通知の発送や地域包括ケア会議

を利用したケアプランチェック、さらには兵庫県の方向性などを踏まえながら、介護給付適正化の

取り組みを進めます。 

 

（4）介護予防給付の市町村事業への移行 

介護の必要性が低い、要支援１、２向けの訪問介護・通所介護は、平成 29 年 4 月より、介護保

険サービスから、介護予防・生活支援総合事業へ移行します。訪問介護と通所介護のサービスは、

市町村ごとに内容や利用料を定めることとなっていますので、事業者や様々な団体と連携し、必要

なサービスの確保に取り組みます。 

 

（5）低所得者への対応 

介護保険料は、被保険者の所得の段階に応じた保険料額の設定により低所得者の負担軽減を図っ

ています。また、災害や所得激減等の特別な理由により、保険料の支払いが困難になった場合には、

保険料が減免できる制度もあります。 

また、国の制度に合わせた高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等の補足的給付を行

っています。さらに、訪問介護等を利用している低所得者世帯を対象に、引き続き利用者負担金の

一部助成を実施し、経済的負担を軽減します。 
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１. 介護保険事業に関する費用の推計 

（1）介護給付費の推計 

計画期間における要介護度１～５の認定者に対する「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施

設サービス」の介護給付費の推計は、以下の表のとおりです。 

■介護給付費推計 

サービスの種類 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 64,816千円 67,823千円 71,175千円 

訪問入浴介護 3,746千円 3,894千円 4,091千円 

訪問看護 25,286千円 26,419千円 27,750千円 

訪問リハビリテーション 4,485千円 4,683千円 4,880千円 

居宅療養管理指導 3,253千円 3,401千円 3,549千円 

通所介護 281,544千円 294,458千円 306,584千円 

通所リハビリテーション 11,287千円 11,830千円 12,372千円 

短期入所生活介護 68,415千円 71,471千円 74,625千円 

短期入所療養介護 2,119千円 2,208千円 2,346千円 

特定施設入居者生活介護 11,583千円 12,076千円 12,618千円 

福祉用具貸与 36,750千円 38,400千円 40,150千円 

特定福祉用具購入 1,800千円 1,900千円 2,000千円 

地
域
密
着
型 

サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 
0千円 0千円 57,176千円 

認知症対応型通所介護 15,674千円 16,069千円 16,019千円 

小規模多機能型居宅介護 85,912千円 89,806千円 93,848千円 

認知症対応型共同生活介護 104,495千円 109,177千円 129,436千円 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
38,939千円 40,861千円 42,882千円 

地域密着型通所介護（仮称）  0千円 2,000千円 

住宅改修 4,000千円 4,200千円 4,440千円 

居宅介護支援 63,043千円 65,847千円 68,807千円 

施
設 

サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 222,988千円 232,606千円 242,541千円 

介護老人保健施設 69,207千円 74,363千円 77,634千円 

介護療養型医療施設 103,017千円 107,677千円 112,634千円 

合計【介護給付費】 1,222,361千円 1,279,169千円 1,409,558千円 

 

 

第６章 介護保険料の算定 
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（2）予防給付費の推計 

計画期間における要支援１、２の認定者に対する「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サ

ービス」の介護予防給付費の推計は、以下の表のとおりです。 

 

■介護給付費推計 

サービスの種類 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問介護 9,316千円 9,661千円 986千円 

介護予防訪問入浴介護 49千円 49千円 49千円 

介護予防訪問看護 2,908千円 3,056千円 3,204千円 

介護予防訪問リハビリテーション 739千円 789千円 838千円 

介護予防居宅療養管理指導 394千円 444千円 493千円 

介護予防通所介護 25,434千円 26,124千円 986千円 

介護予防通所リハビリテーション 1,479千円 1,528千円 1,577千円 

介護予防短期入所生活介護 197千円 296千円 394千円 

介護予防短期入所療養介護 49千円 59千円 69千円 

介護予防特定施設入居者生活介護 296千円 345千円 394千円 

介護予防福祉用具貸与 4,350千円 4,550千円 4,750千円 

特定介護予防福祉用具購入 520千円 550千円 600千円 

地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型通所介護 394千円 444千円 493千円 

介護予防小規模多機能型居宅介護 2,169千円 2,267千円 2,366千円 

介護予防 

認知症対応型共同生活介護 
986千円 1,035千円 5,106千円 

介護予防住宅改修 3,450千円 3,630千円 3,800千円 

介護予防支援 7,478千円 7,841千円 8,205千円 

合計【予防給付費】 60,208千円 62,667千円 34,311千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

（3）標準給付費の推計 

介護給付費及び予防給付費の合計に、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医

療合算介護サービス費、審査支払手数料を合わせた標準給付費を試算すると、以下のとおりです。 

 

■標準給付費推計 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

保険給付費見込額 1,341,917千円 1,399,885千円 1,503,818千円 4,245,620千円 

 総給付費 
（一定以上所得者負担の調整後） 

1,276,885千円 1,332,922千円 1,434,200千円 4,044,007千円 

  介護給付費 1,222,361千円 1,279,169千円 1,409,558千円 3,911,088千円 

  予防給付費 60,208千円 62,667千円 34,311千円 157,186千円 

  
一定以上所得者の利用者負担

の見直しに伴う財政影響額 
▲5,684千円 ▲8,915千円 ▲9,669千円 ▲24,268 千円 

 特定入所者介護サービス費 
（資産等勘案調整後） 

38,781千円 39,513千円 40,868千円 119,163千円 

 
特定入所者介護サービス費 39,000千円 40,700千円 42,550千円 122,250千円 

補足給付の見直しに伴う財政影響額 ▲219 千円 ▲1,187千円 ▲1,682千円 ▲3,087千円 

 高額介護サービス費 23,300千円 24,350千円 25,500千円 73,150千円 

 高額医療合算介護サービス費 2,950 千円 3,100 千円 3,250 千円 9,300 千円 

審査支払手数料 1,080 千円 1,170 千円 1,260 千円 3,510 千円 

合計【標準給付費】 1,342,997千円 1,401,055千円 1,505,078千円 4,249,130千円 

対前年度比 102.9% 104.3% 107.4% - 

 ※千円以下を切り下げているため、合計が合わない場合がある 

 

 

 
（4）介護保険料算定にかかる事業費 

標準給付費と地域支援事業費を合わせた介護保険料算定にかかる事業費を試算すると、以下のと

おりです。 

 

■標準給付費推計 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

標準給付費 1,342,997千円 1,401,055千円 1,505,078千円 4,249,130千円 

地域支援事業費 40,435千円 42,300千円 45,455千円 128,189千円 

合計 1,383,431千円 1,443,355千円 1,550,533千円 4,377,319千円 

対前年度比 102.9% 104.3% 107.4% - 

※千円以下を切り下げているため、合計が合わない場合がある 
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（5）財源構成について 

 

介護保険事業にかかる、第 6 期計画期間中における各事業の財源構成は、介護給付費等の負担割

合について、第１号被保険者保険料が 21.0％から 22.0％、第２号被保険者保険料が 29.0％から

28.0％に変更となります。包括的支援事業・任意事業については、国、都道府県、市町村の負担

割合が低くなります。 

 

■介護給付費・地域支援事業費の財源構成（第6期） 

区分 

第６期 

介護給付費 地域支援事業費 

居宅給付費 施設等給付費 
介護予防事業 
（平成29年度から新

総合事業） 

包括的支援事業 

任意事業 

公
費 

国 20.0% 15.0% 25.0% 39.0% 

国の調整交付金 5.0% 5.0% - - 

都道府県 12.5% 17.5% 12.5% 19.5% 

市町村 12.5% 12.5% 12.5% 19.5% 

保
険
料 

第1号被保険者 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

第2号被保険者 28.0% 28.0% 28.0% - 

合 計 100% 100% 100% 100% 

※太字網掛は、第 5 期からの変更箇所 
 

 
（6）介護報酬改定について 

 

介護報酬改定 改定率△2.27％  

    平成 27 年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善、物価の動向、介護事業者の経 

営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、△2.27％の改定率となります。 

   改定率△2.27％（処遇改善：＋1.65％、介護サービスの充実：＋0.56％、その他：△4.48％） 

    （うち、在宅△1.42％、施設△0.85％） 
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２. 第１号被保険者の保険料の段階設定について 

福崎町の第５期事業計画期間の保険料基準額は月額 4,800 円と算定し、所得の段階に応じて負

担する保険料率を定めました。 

第６期事業計画においては、所得段階は、標準 6 段階から標準 9 段階へと見直しされました。

また、低所得者層（第 1 段階・第 2 段階・第 3 段階）については、5 割の公費とは別枠の公費投

入によって保険料軽減が図られました。 

福崎町では、負担能力に応じたきめ細かな保険料設定となるよう、課税層の所得段階を多段階化

し、所得段階を 10 段階に設定しました。 

 

 

■第５期事業計画における所得段階設定 

第5期 
基準額に 

対する割合 
対象者 

第 1段階 50% 
生活保護受給者または、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給

者 

第 2段階 50% 
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計

が 80 万円以下 

第
３
段
階 

3-1 65% 
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計

が 120万円以下 

3-2 75% 
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計

が 120万円超 

第
４
段
階 

4-1 83% 
本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で課税年金収入金額

と合計所得金額の合計が 80 万円以下 

4-2 

（基準額） 
100% 

本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で課税年金収入金額

と合計所得金額の合計が 80 万円超 

第 5段階 125% 本人が住民税課税で合計所得金額が 190万円未満 

第 6段階 150% 本人が住民税課税で合計所得金額が 400万円未満 

第 7段階 170% 本人が住民税課税で合計所得金額が 400万円以上 
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■第６期事業計画における所得段階設定 

第5期 第6期 

基準額に 

対する割

合 

対象者 

第 1段階 

第 2段階 
第 1段階 50% 

生活保護受給者または、世帯全員が住民税非課税で老齢福

祉年金受給者 

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入金額と合計所得金

額の合計が 80万円以下 

第 3段階 

3-1 
第 2段階 65% 

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入金額と合計所得金

額の合計が 120 万円以下 

第 3段階 

3-2 
第 3段階 75% 

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入金額と合計所得金

額の合計が 120 万円超 

第 4段階 

4-1 
第 4段階 83% 

本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で課税年金

収入金額と合計所得金額の合計が 80万円以下 

第 4段階 

4-2（基準額） 

第 5段階 

（基準額） 
100% 

本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で課税年金

収入金額と合計所得金額の合計が 80 万円超 

第 5段階 
第 6段階 120% 本人が住民税課税で合計所得金額が 120万円未満 

第 7段階 125% 本人が住民税課税で合計所得金額が 190万円未満 

第 6段階 
第 8段階 145% 本人が住民税課税で合計所得金額が 290万円未満 

第 9段階 150% 本人が住民税課税で合計所得金額が 400万円未満 

第 7段階 第 10 段階 170% 本人が住民税課税で合計所得金額が 400万円以上 
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３. 第１号被保険者の保険料について 

 

（１）第１号被保険者が負担すべき費用（保険料収納必要額の見込み） 

 

保険料収納必要額とは、事業運営期間（平成 27 年度～29 年度）において、第１号被保険者の

保険料として確保することが必要な額です。各年度における介護保険事業に要する費用の見込み額

の 22.0％が第１号被保険者負担相当額となり、そこから調整交付金の全国平均（5.0％）との格

差分を差し引き、財政調整基金取崩額を差し引いたものが保険料収納必要額となります。 

 

 
■保険料収納必要額の算出 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 3年間計 

Ａ 標準給付費額見込み額 1,342,997千円 1,401,055千円 1,505,078千円 4,249,130千円 

Ｂ 地域支援事業費 40,435千円 42,300千円 45,455千円 128,189千円 

Ｃ 

第 1号被保険者負担分 

相当額 

Ｃ＝（Ａ+Ｂ）×22% 

304,355千円 317,538千円 341,117千円 963,010千円 

Ｄ 
調整交付金相当額 

Ｄ＝Ａ×5% 
67,150千円 70,053千円 75,254千円 212,456千円 

Ｅ 調整交付金割合 3.89% 3.85% 3.89%  

Ｆ 
調整交付金見込み額 

Ｆ＝Ａ×Ｅ 
52,243千円 53,941千円 58,548千円 164,732千円 

Ｇ  準備基金取崩見込み額  42,000千円 

Ｈ  
保険料収納必要額 

Ｈ＝Ｃ+Ｄ-Ｆ-Ｇ 
 968,735千円 

Ｉ 
所得段階別加入割合補正

後被保険者数 
5,111 人 5,192 人 5,235 人 15,538人 

※千円以下を切り上げているため、計算が合わない場合がある 
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（２）第１号被保険者の保険料 

  

第１号被保険者の保険料は、「保険料収納必要額」を予定保険料収納率で割り、さらに所得段階

別加入割合補正後被保険者数で割り算出します。さらに、その額を 12 で割ると月額の保険料が算

出されます。 

なお、準備基金取崩しによる交付額により月額 227 円が軽減されます。 

 

 
■月額保険料基準額 

区 分  

Ｈ  保険料収納必要額 968,735千円 

Ｉ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 15,538人 

Ｊ  予定保険料収納率 99.3% 

Ｋ 
年額保険料基準額 

Ｋ＝Ｈ÷Ｉ÷Ｊ 
62,800円 

Ｌ 
月額保険料基準額 

Ｌ＝Ｋ÷12 
5,240円 

  
■第1号被保険者保険料の推移 

区 分 月額保険料基準額 対前期増減額 対前期増減率 

第 1期（平成 12年度～14年度） 2,600円 - - 

第 2期（平成 15年度～17年度） 3,000円 400円 15.4% 

第 3期（平成 18年度～20年度） 3,900円 900円 30.0% 

第 4期（平成 21年度～23年度） 3,600円 △300円 △7.7% 

第 5期（平成 24年度～26年度） 4,800円 1,200円 33.3% 

第 6期（平成 27年度～29年度） 5,240円 440円 9.2% 
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■第６期事業計画における保険料額 

所得段階 
基準額に 

対する割合 
対象者 

保険料月額 

（年額） 

第 1段階 50% 

生活保護受給者または、世帯全員が住民税非課税で老

齢福祉年金受給者 

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入金額と合計

所得金額の合計が 80万円以下 

2,620 円 

（年額 31,400円） 

第 2段階 65% 
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入金額と合計

所得金額の合計が 120 万円以下 

3,406 円 

（年額 40,800円） 

第 3段階 75% 
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入金額と合計

所得金額の合計が 120 万円超 

3,930 円 

（年額 47,100円） 

第 4段階 83% 
本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で課

税年金収入金額と合計所得金額の合計が 80万円以下 

4,349 円 

（年額 52,100円） 

第 5段階 

（基準額） 
100% 

本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で課

税年金収入金額と合計所得金額の合計が 80 万円超 

5,240 円 

（年額 62,800円） 

第 6段階 120% 本人が住民税課税で合計所得金額が 120万円未満 
6,288 円 

（年額 75,400円） 

第 7段階 125% 本人が住民税課税で合計所得金額が 190万円未満 
6,550 円 

（年額 78,600円） 

第 8段階 145% 本人が住民税課税で合計所得金額が 290万円未満 
7,598 円 

（年額 91,100円） 

第 9段階 150% 本人が住民税課税で合計所得金額が 400万円未満 
7,860 円 

（年額 94,300円） 

第 10 段階 170% 本人が住民税課税で合計所得金額が 400万円以上 
8,908 円 

（年額 106,800 円） 

 

低所得者の介護保険料軽減を拡充  

  ● 給付費の 5 割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡充し

ます。 

   （公費負担財源割合 ： 国 50％、県 25％、町 25％） 

    第 1 段階から第 3 段階の住民税非課税世帯が対象です。 

    平成 27 年度と平成 29 年度の 2 回にわたり実施します。 

    

平成 27 年 4 月から               平成 29 年 4 月から 

 保険料基準額に対する割合 

第１段階 現行 0.5 ⇒ 0.45 

 

  

  

 

 

 

 

 保険料基準額に対する割合 

第 1 段階 0.45 ⇒ 0.3 

第 2 段階 現行 0.65 ⇒ 0.5 

第 3 段階 現行 0.75 ⇒ 0.7 
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■第６期事業計画における保険料額（低所得者保険料軽減後） 

所得段階 

平成27.28年度 平成29年度 

対象者 基準額に 

対する割合 

保険料月額 

（年額） 

基準額に 

対する割合 

保険料月額 

（年額） 

第 1段階 45% 
2,358円 

（年額 28,200円） 
30% 

1,572円 

 （年額 18,800円） 

生活保護受給者または、世帯全員

が住民税非課税で老齢福祉年金

受給者 

世帯全員が住民税非課税で課税

年金収入金額と合計所得金額の

合計が 80万円以下 

第 2段階 65% 
3,406円 

（年額 40,800円） 
50% 

2,620円 

 （年額 31,400円） 

世帯全員が住民税非課税で課税

年金収入金額と合計所得金額の

合計が 120万円以下 

第 3段階 75% 
3,930円 

（年額 47,100円） 
70% 

3,668円 

 （年額 44,000円） 

世帯全員が住民税非課税で課税

年金収入金額と合計所得金額の

合計が 120万円超 

第 4段階 83% 
4,349円 

（年額 52,100円） 
83% 

4,349円 

 （年額 52,100円） 

本人が住民税非課税で世帯員に

課税者がいる人で課税年金収入

金額と合計所得金額の合計が 80

万円以下 

第 5段階 

（基準額） 
100% 

5,240円 

（年額 62,800円） 
100% 

5,240円 

 （年額 62,800円） 

本人が住民税非課税で世帯員に

課税者がいる人で課税年金収入

金額と合計所得金額の合計が 80 

万円超 

第 6段階 120% 
6,288円 

（年額 75,400円） 
120% 

6,288円 

 （年額 75,400円） 

本人が住民税課税で合計所得金

額が 120万円未満 

第 7段階 125% 
6,550円 

（年額 78,600円） 
125% 

6,550円 

 （年額 78,600円） 

本人が住民税課税で合計所得金

額が 190万円未満 

第 8段階 145% 
7,598円 

（年額 91,100円） 
145% 

7,598円 

 （年額 91,100円） 

本人が住民税課税で合計所得金

額が 290万円未満 

第 9段階 150% 
7,860円 

（年額 94,300円） 
150% 

7,860円 

 （年額 94,300円） 

本人が住民税課税で合計所得金

額が 400万円未満 

第 10段階 170% 
8,908円 

（年額106,800円） 
170% 

8,908円 

 （年額106,800円） 
本人が住民税課税で合計所得金

額が 400万円以上 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

資  料  編 
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１. 福崎町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定経過 

  

年 月 日 事  項 

平成26年1月 

 

平成26年7月31日 

 

 

 

平成26年11月20日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年2月13日 

日常生活圏域ニーズ調査の実施 

 

第 1回福崎町介護保険運営協議会 

 ・第 6期事業計画策定について 

 ・日常生活圏域ニーズ調査について 

 

第 2回福崎町介護保険運営協議会 

 ・日常生活圏域ニーズ調査結果について 

 ・福崎町高齢者福祉計画・介護保険事業計画について 

  （第 6期介護保険事業計画） 

  （高齢者数・要介護認定者数等の将来推計） 

  （平成 26年度介護給付費見込） 

  （第 6期介護保険事業計画に関する主な改正点） 

  （介護保険料の算定） 

  （地域支援事業について） 

 

第 3回福崎町介護保険運営協議会 

 ・第 6期介護保険料について 

 ・第 6期福崎町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（案）

について 

 ・介護保険関係条例制定・改正について 
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２. 福崎町介護保険運営協議会 委員名簿 

  

 氏      名 備    考 

1 会 長 志水 正幸 町議会議長 

2 副 会 長 秋武 卓男  医師会代表 

3 委 員 小林 博  民生まちづくり常任委員長 

4 

委 員 上野 隆利 
 社会福祉協議会 

  （～平成 27年 1月 31日） 

委 員 北山 龍彦 
 社会福祉協議会 

  （平成 27年 2月 1日～） 

5 委 員 前川 義量  社会福祉法人関係者 

6 委 員 石川 美智代  保健師 

7 委 員 松岡 政行  区長会代表 

8 委 員 三木 良子  民生委員児童委員協議会代表 

9 委 員 惣田 憲司  一般公募委員 

10 委 員 鳥岡 昌美  一般公募委員 

11 委 員 中塚 保彦  税務課長 

12 委 員 福永 聡  企画財政課長 

    
【高齢者福祉計画・介護保険事業計画】   

オブザーバー 中播磨健康福祉事務所  
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３. 用語解説 

  

 語 句 解 説 

ア

行 

アセスメント 

問題解決のための支援の前に行われる総合評価、または初期・事

前評価のこと。介護の分野では、介護過程の第一段階において、利

用者が何を求めているのか正確に把握し、それが生活全般の中のど

んな状況から生じているかを確認することにより、利用者の問題の

分析から支援活動の決定まで行われる一連の手続き。 

一次予防事業 

第 1 号被保険者のすべての人（元気な高齢者）を対象にした、生

活機能の維持または向上を図るための事業のこと。（旧一般高齢者施

策） 

一般高齢者 
65 歳以上の高齢者で、介護保険の要介護などの認定を受けていな

い人のこと。 

インフォーマル 

サービス 

家族や近隣、地域社会、民間やボランティアなどによる支援活動

のこと。法律や制度に基づき行政が直接・間接的に提供するサービ

スでは充足されないニーズに対応するサービス。フォーマルサービ

ス（公的援助）の対語。 

カ

行 

介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

支援のすべての過程において、利用者の自立を助けるための専門

知識と技術を持ち、利用者と社会資源の結び付けや関係機関・施設

との連携など、必要とするサービスの調整を図る（ケアマネジメン

ト）役割を担う専門職。介護全般に関する相談支援・関係機関との

連絡調整・介護保険の給付管理等を行う。 

介護予防 

ケアマネジメント 

予防給付と介護予防事業のケアマネジメント。介護予防効果をあ

げるため「目標の共有と利用者の主体的なサービス利用」「将来の改

善の見込みに基づいたアセスメント」「明確な目標設定によるケアプ

ランの作成」などを実施する。 

介護予防事業 

要介護状態にならない、または要支援状態の維持・改善を図るた

めの事業。二次予防事業対象者や一般高齢者を対象として実施する

運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり・認知

症予防などを目的とした地域支援事業における介護予防事業と要支

援１・２を対象とする予防給付のこと。 

居宅介護支援 

要介護者が居宅サービスなどを適切に利用できるよう、心身の状

況、置かれている環境、本人及び家族の希望などを勘案し、利用す

るサービスの種類、内容、担当する人などを決めた介護サービス計

画を作成すること。また、サービス事業者との連絡調整、介護保険

施設への入所を要する場合には、施設の紹介やその他の情報提供を

行う。 
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 語 句 解 説 

カ

行 

ケア 
個人及び家族に対する世話、援助であり、介護における行為もケ

アという言葉に含まれている。 

ケアプラン 

利用者本人や家族のニーズやアセスメントに基づき作成される介

護サービス計画のこと。サービスの種類や回数、時間帯、事業者等

の支援内容や目標、達成時期等が決められる。 

ケアマネジメント 

支援を必要とする利用者のニーズを明確にし、目標設定を行い適

切なサービスを受けられるように調整すること。また、実施状況を

把握して評価し、必要に応じて見直しを行う一連の過程のこと。 

後期高齢者 高齢者のうち 75歳以上の人のこと。 

高額介護サービス費 

要介護者がサービスを利用した際の１割の自己負担について、一

定の額を超え著しく高額となった場合に、負担を軽減することを目

的として行われる保険給付。上限額を超えた分が払い戻される。 

高齢化率 65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。 

高齢社会 

全人口に占める 65 歳以上の人口の割合が高くなっている社会。高

齢者の占める割合が 7％を超えると高齢化社会、14％を超えると高齢

社会、21％を超えると超高齢社会。 

高齢者虐待 

高齢者に対して、家族や施設の職員など、高齢者を養護する人か

ら行われる虐待の行為。類型としては、①身体的虐待、②介護、世

話の放棄、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待がある。 

コーホート変化率法 

過去の二時点間の性別・年齢別の生存率・移動率、母親の年齢階

級別出生率、出生児の男女比などを用いて将来人口を予測する推計

方法。 

国民健康保険団体 

連合会 

各都道府県単位で設置されている国民健康保険に関する事務処理

を一括して行う団体。介護保険制度では、市町村がサービス事業者

に支払う介護報酬の支払いや審査機能、サービスの質の向上に関す

る調査やサービス事業者に対する指導助言などを行う。 

サ

行 

在宅介護支援センター 

老人福祉施設の一つで、老人福祉法上は老人介護支援センターと

規定されている。在宅で介護を行っている家族が、身近な地域で専

門家に相談し、必要なサービスが総合的に受けられるよう調整を行

う。なお、原則として 24時間の対応体制をとる。 

財政調整基金 

介護保険事業計画期間における第 1 号被保険者の介護保険料の剰

余金として積み立てられ、次期計画以降での第 1 号被保険者の保険

料の高騰を抑えるために取り崩すことができる基金。福崎町では、

本計画期間において、これまでの積立金を取り崩すことにより、保

険料額を軽減した。 
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 語 句 解 説 

サ

行 

作業療法士（ＯＴ） 

理学療法士及び作業療法士法に基づく資格。厚生労働大臣の免許

を受け、医師の指示により、身体または精神に障がいのある人に対

して、手芸、工作、歌、ダンス、ゲームなどの作業療法によってリ

ハビリテーションを行う人のこと。 

サポートクラブ 

地区組織や地域の団体等が市町村の認定を受け、さまざまな地域

活動を行う組織。福崎町では、下校時の立ち番や巡回、児童送迎な

どを行っている。各地区で区長を中心に各種団体、地域住民、児童

生徒の保護者に協力を呼びかけ、「子どもの安全確保と子育て支援」

「高齢者等社会的弱者支援」「犯罪・災害防止対策」を３本柱とし、

これらの活動と交流を通して地域コミュニティの充実を図ってい

る。 

社会福祉士 

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく資格。専門知識と技術を用

いて、身体的・精神的障がいまたは環境上の理由で日常生活を営む

ことに支障がある人に対し、福祉に関する相談・指導・助言その他

の援助を行う人のこと。 

主任介護支援専門員 

（主任ケアマネジャー） 

介護支援専門員(ケアマネジャー)であって、居宅介護支援事業所

のケアマネジャーに対するケアプラン作成技術の指導など、地域包

括的ケアマネジメントの中核的な役割を担う専門職で、一定の研修

を修了した人のこと。 

食育 

さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する

力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるこ

と。食育基本法では、生きるための基本的な知識であり、「知識の教

育」「道徳教育」「体育教育」の基礎となるべきものと位置づけてい

る。食に対する心構えや栄養学、伝統的な食文化についての総合的

な教育。 

シルバーハウジング 

高齢者（60 歳以上）が地域の中で自立して安全かつ快適な生活を

営むことができるように配慮された公的賃貸住宅。トイレ、浴室等

のバリアフリー、緊急通報システムの設置など安全面での配慮がさ

れている。また、生活援助員（ライフサポートアドバイザー）が配

置され、生活指導や安否の確認、緊急時の対応、一時的家事援助を

行う。 

生活習慣病 

食事、運動、喫煙、飲酒などの毎日の生活習慣の積み重ねによっ

て引き起こされる病気のこと。糖尿病、脳卒中、心臓病、高血圧、

肥満などがある。 

生活不活発病 

（廃用症候群） 

生活が不活発なことが原因で全身の機能が低下すること。「関節の

可動域や筋力の低下」「骨萎縮（骨粗しょう症）」「心臓・肺機能の低

下」「脳・神経機能低下」「意欲の減退や記憶力低下」などがある。 
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 語 句 解 説 

サ

行 
成年後見制度 

認知症や障がいのため判断能力が著しく低下した人は、財産管理

や契約、遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であった

り、悪質商法などの被害にあったりするおそれがある。このような

人を保護し支援する目的で、民法を改正し、平成 12 年（2000 年）4

月にスタートした制度で、家庭裁判所により選任された後見人など

が本人の意思を尊重し、その法律行為の同意や代行などを行う。 

タ

行 

団塊の世代 

第1次ベビーブーム世代、昭和22年から昭和24年までに生まれた世

代のことで、この世代の出生数・出生率は以後のどの世代よりも高

くなっている。 

地域支援事業 

高齢者を対象として、要介護状態となることの予防や要介護状態

となった場合においても、可能なかぎり地域で自立した日常生活を

営むことができるように支援するために行う介護保険制度上の事

業。介護予防事業、包括的支援事業、任意事業があり、地域包括支

援センターを中心に取り組んでいる。 

地域福祉権利擁護事業 

在宅で生活する判断能力が不十分な人の相談・助言、連絡調整、

代行・代理を通し、福祉サービス利用の支援、日常的金銭管理、書

類などの預かりを行うサービス。社会福祉法の改正により「福祉サ

ービス利用援助事業」として位置づけられている。福崎町では、社

会福祉協議会が実施している。 

地域包括ケア 

介護が必要となった場合でも、一人ひとりの状況に応じた環境の

中、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援

サービスが日常生活の場で用意されていることが必要であり、同時

に必要なサービスを多様に活用しながら継続して利用できるような

体制のこと。 

調整交付金 

市町村間の介護保険の財政力の格差を調整するために国が交付す

るもの。国が負担する給付費の 25％のうち５％分について、第 1 号

被保険者の年齢階級別分布状況（特に後期高齢者人口の割合）、所得

分布状況等を考慮し、調整して配分される。 

特定入所者 

介護サービス費 

低所得の要介護者が特定介護サービス（施設サービス、地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所

療養介護）を利用した場合、食費、居住費について負担限度額が設

定され、これを超える費用を現物給付するもの。 

ナ

行 
二次予防事業 

要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以

上の人を対象とし、その対象者が要介護状態等となることを予防す

ることを目的に実施する事業のこと。（旧特定高齢者施策） 
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 語 句 解 説 

ナ

行 

日常生活圏域 

住民が日常生活を営む地域として地理的条件、人口、交通事情そ

の他社会的条件、介護サービス提供施設の整備状況、その他の条件

を総合的に勘案して定める区域。地域密着型サービスについては、

日常生活圏域ごとに整備をする。福崎町では、全町域を 1 つの圏域

としている。 

ネットワーク 

網目状の構造。社会福祉や社会援助活動の分野では人間関係、活

動団体のつながりや相互連携の意味で用いられる。福崎町では、地

域包括ケア会議、要保護者対策地域協議会などの各種会議や、地域

包括支援センターを中心とした相談支援のネットワークなどがあ

る。 

ハ

行 

バリアフリー 

社会生活をしていくうえで障壁（バリア）となるものを除去する

こと。 

段差等の物理的障壁の除去だけでなく、社会参加を困難にしてい

る社会的、制度的、心理的な障壁の除去といった広い意味でも用い

られる。 

福崎町では、兵庫県の福祉のまちづくり条例に基づく、公共施設

等のバリアフリー化を進めている。 

被保険者 

保険料を支払い、保険の対象となる人。第 1 号被保険者は 65 歳

以上、第 2 号被保険者は 40 歳以上 64 歳以下の医療保険加入者のこ

と。 

標準的居宅サービス 

受給者数 

標準的居宅サービス受給者とは、居宅介護支援、介護予防支援の

受給者のこと。訪問介護・通所介護等の居宅サービスの利用者数。 

福祉のまちづくり条例 

高齢者や障害のある人を含むすべての県民が自由に移動し活動す

ることができる福祉のまちづくりをめざし、平成４年に兵庫県が全

国の都道府県に先駆けて制定した条例。公共施設等のバリアフリー

化や高齢者等に対応した住宅整備の支援、福祉のまちづくりの普

及・啓発などを展開する。 

ブランチ 

地域包括支援センターの窓口機能を持つ施設のこと。住民の利便

性を考慮し、身近な場所で地域住民からの相談を受け付け、地域包

括センターにつなぐ窓口の機能を担う。 

福崎町では、在宅介護支援センターすみよしの郷がブランチとな

っている。 

保健師 

保健師助産師看護師法に基づく資格。厚生労働大臣の免許を受け

て、保健師の名称を用いて健康の保持や増進、疾病の予防、健康教

育などの保健指導を行う人のこと。 
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 語 句 解 説 

ハ

行 
ボランティア 

自発的な意志に基づく個人の「時間」、「技術」、「能力」、「経験」

などを活かして、社会や他人のために貢献できる行為のこと。 

本計画では、そのことを通じて自己の潜在能力や日常生活の質を

高め、生きがいづくりの活動という意味で使用している。 

ヤ

行 

養護者 

高齢者虐待防止法では、「高齢者を現に養護する者であって養介護

施設従事者等以外のもの」と定義されている。具体的には、日常的

に高齢者の世話をしている、家族、親族、同居人などのこと。 

予防給付 

サービスを利用することにより、生活機能を改善し、要支援状態

の維持・改善をめざす、要支援１・２を対象とする介護予防訪問介

護や介護予防通所介護などのサービス。 

ラ

行 
理学療法士（ＰＴ） 

理学療法士及び作業療法士法に基づく資格。厚生労働大臣の免許

を受け、医師の指示により、身体に障がいのある人に対して、治療

体操などを行わせたり、電気刺激、マッサージ、温熱その他物理的

手段を加える理学療法によって身体機能の回復を行う人のこと。 
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