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     第１章 計画策定にあたって       

     第1章では、高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画の

策定にあたり、計画策定の趣旨、計画の位置づけや計画期間等の

基本的事項を定めます。
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第１章 計画策定にあたって                   

第１節 計画策定の趣旨            

１ 計画策定の背景と目的

わが国では、急速な少子高齢化に伴い、高齢者人口が大幅に増加する傾向となって

おり、平成37 いわゆる団塊世代すべてが75

す。

美幌町 29 ９月末で、33.8％、平成

27 9月末から 32％を超えて、町 ３人に1人が高齢者となって

おり、高齢者となっても支えられる側だけでなく、時には支える側になれるような互

いに助け合える地域づくりが重要となります。

「美幌町高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画」は、高齢化

えて、美幌町が取り組むべき高齢者の保健福祉施策を明らかにするとともに、介護保

このたび策定する「美幌町高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画」は、第6

期の取組を承継発展させるとともに、今後も、高齢者の抱える多様な課題やニーズに

対応していくために、高齢者の健康づくりや生きがいづくり、地域全体で支え合う仕

組みづくりとなる「地域包括ケアシステム」を深化・推進していくことが重要となり

ます。

第１章 計画策定にあたって                                
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２ 計画策定の法的根拠及び計画の位置づけ
38 133号）第20条の８に基

し、高齢者福祉事業全般にわたり、供給体制の確保に関して必要な事項を定めるもの

です。また、美幌町

と密接に関連する保健施策も含めて、「高齢者保健福祉計画」として策定します。

一方、「市町村 123号）第117

て作成するこ

ととされており、美幌町では、本計画の策定にあたり、それぞれが担う役割を明らか

にしたうえで、両計画を一体のものとして作成します。

                             第１章 計画策定にあたって
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３ 美幌町の他計画との関係
  

本計画は、将来における本町のあるべき姿と進むべき方向について、町の基本的な

指針を定めた最上位計画である「第6期美幌町総合計画」との整合性を図った上で策

定します。また、高齢者福祉施策に関連する「美幌町地域福祉計画」との調和を保ち

第１章 計画策定にあたって                               
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第２節 計画の構成                             

１ 計画期間

本計画の対象期間は、平成30 32 3

第 7期の計画となり、本計画全体を 3

します。

２ 計画策定における推計の考え方

平成37 改正介護保険法

もとに、3 30 32 します。

        平成27                      平成37
         ▲                          ▲
          団塊の世代が65歳に                    団塊の世代が75歳に

第5期計画
(H24 H26)

第7期計画
(H30 H32)第6期計画

(H27 H29)
第８期計画
(H33 H35)

第９期計画
(H36 H38)

2025(平成37)

                             第１章 計画策定にあたって
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第３節 計画の策定体制                                   

１ 美幌町高齢者保健福祉・介護保険事業推進委員会の設置

めに必要な措置を講じることとなっています。（介護保険法第117条第9項）

これを受けて、美幌町では、保健、 、福祉に関係する機関・団体などから構成

される「美幌町高齢者保健福祉・介護保険事業推進委員会」を設置し、「美幌町介護

保険事業計画」と、これと一体的に策定する「美幌町高齢者保健福祉計画」について、

併せて協議しました。

なお、本計画の着実な推進のため、計画期間中においては本委員会で中間評価とし

などの措置を講じます。

２ アンケート調査の実施

ト調査を実施しました。

高齢者福祉に関するアンケート 介護保険サービス事業者アンケート

調査目的

高齢者の生活や活動状況、サービスの

することを目的とする。

サービス提供上の課題を把握すること

を目的とする。

調査対象

平成29 4月20日現在 美幌町在住

の 65歳以上の方から無作為に抽出し

た1,500人

美幌町内の介護保険各施設及び

護支援事業所12か所

調査期間 平成29 4月29 5月31日 平成29 6月1 6月14日

調査方法 郵送により調査票を発送・回収 郵送により調査票を発送・回収

回収状況 回答702 46.80%） 回答9 75.00%）

第１章 計画策定にあたって                               
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     第2章 美幌町の人口構成        

     第２章では、美幌町の人口や高齢者人口などの現状と将来推計

について、まとめています。
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第２章 美幌町の人口構成         

第１節 人口構成               

１ 人口構成
平成２９ 20,000人であり、そのうち男性が

9,653 10,347人です。本計画策定時（平成29 9

成20 4月の総人口22,286人と比べ、2,286人の人口が減少しています。

                                （単位：人）

区分 平成20 平成23 平成26 平成29

総人口 22,286 21,550 20,835 20,000

男性 10,816 10,460 10,045 9,653

11,470 11,090 10,790 10,347

２ 人口の将来推計
現在美幌町の総人口は減少傾向にあり、平成 30

想されます。

（単位：人）

区分 平成30 平成31 平成32 平成37

総人口 19,774 19,549 19,324 18,096

男性 9,485 9,369 9,252 8,625

10,289 10,180 10,072 9,471
※推計人口の数値は社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」による。

第２章 美幌町の人口構成                                 



9

３

平成29 11月末現在の美幌町の65歳以上の高齢者人口は6,765人

は33.8％で、10 平成19 と比べると、高齢者人口が約1,000人、高齢化

約8ポイント増加しています。

いわゆる団塊の世代が 65歳以上となる平成 27

平成32

込まれ、高齢者人口のピークは平成32

齢者人口の減少数よりも、総人口の減少数が上回ることで、今後も増加傾向は続くも

団塊の世代が75歳以上となる平成37 6,935人、高齢化

38.3％になると推計されています。

（単位：人）

区分 平成29 平成30 平成31 平成32 平成37

高齢者人口 6,765 6,864 6,925 6,984 6,935

男性 2,885 2,914 2,934 2,953 2,916

3,880 3,950 3,991 4,031 4,019

33.8 34.7 35.4 36.1 38.3

※推計人口の数値は社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」による。

※「高齢者」とは65歳以上の方をいいます。

※平成29 11月末現在による。

                              第２章 美幌町の人口構成   
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第２節 高齢者世帯の状況           

１ 高齢者世帯構成とその推移

美幌町の高齢者のいる世帯は、夫婦世帯、単身世帯及びその他同居の世帯ともに、

その割合並びに推移はそれぞれ以下のとおり増加傾向にあります。中でも高齢者のみ

（夫婦・単身）で構成されている世帯が半数を超えています。

（単位：人、世帯）

区分 平成7 平成12 平成17 平成22 平成27

総人口 24,716 23,905 22,819 21,575 20,296

総世帯 8,499 8,760 8,883 8,725 8,626

1世帯当たり人員 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4

高齢者がいる世帯 2,662 3,169 3,552 3,838 4,217

夫婦のみの世帯 755 1,029 1,248 1,143 1,307
高齢者がいる世帯
に占める割合

28.4% 32.5% 35.1% 29.8% 31.0%

単身世帯 445 566 776 977 1,189
高齢者がいる世帯
に占める割合

16.7% 17.9% 21.9% 25.5% 28.2%

その他同居世帯 1,462 1,574 1,528 1,718 1,721
高齢者がいる世帯
に占める割合

54.9% 49.6% 43.0% 44.7% 40.8%

※数値は国勢調査による。

第２章 美幌町の人口構成                                 
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       第３章 高齢者の現状         

     第３章では、アンケート結果にもとづく、家族構成、生活状況、

社会参加など、現在の高齢者の暮らしの状況について

    との相関関係があるものと予想されることから、74歳以下（前期

    高齢者）と75

    ました。
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第３章 高齢者の現状                                                    

第１節 高齢者の暮らしの状況               
１ 家族構成、生活状況

（１）ひとり暮らし高齢者

アンケート調査におけるひとり暮らし高齢者の数は、全体の18.7％を占めており、

74歳以下と75歳以上で約7 。

                             家族構成について           (%)

ひとり暮らし 同居
( ）

その他
(施設入居など)

全体 18.7 79.4 1.9

74歳以下 15.2 84.2 0.6

75歳以上 22.1 74.7 3.2

（２）子どもの居住地について

子どもが町内にいる方は41.5%と一番多い回答でしたが、町外にいる方は合わせて

58.5%となっており、過半数を超える回答となっています。

美幌町内
オホーツク管内
（美幌町を除く）

道内
（オホーツク管内を

除く）

道外 国外

41.5% 20.7% 26.4% 11.4% 0%

第３章 高齢者の現状                                   
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（３）日常生活での介護・介助の状況

全体では介護・介助は必要ない方は 84.5%、何らかの介護・介助を受けている方

は9.5%となっており、介護・介助が必要だが受けていない方は6.0%となっていま

す。 います。

(%)
介護・介助
は必要ない

介護・介助は必要
だが、受けていない

介護・介助
を受けている

全体 84.5 6.0 9.5

74歳以下 94.4 2.1 3.5

75歳以上 75.0 9.8 15.2

２ 運動など

（１）日常生活動作

『階段を手すりや壁をつたわらずに上れる方』は、74歳以下は74.2%であるのに

対し、75歳以上は48.9%と大きく差が出ており、また『

は74歳以下は31.8%であるのに対し、75歳以上は63.6%とやはり大きく差が出て

います。

このことから75歳以上になると足腰 を増していることがわかります。

階段を手すりや壁をつたわらずに上れる（％）    (%)    

はい いいえ

全体 61.1 38.9 

74歳以下 74.2 25.8 

75歳以上 48.9 51.1 

はい いいえ

全体 48.1 51.9 

74歳以下 31.8 68.2 

75歳以上 63.6 36.4 

                                第３章 高齢者の現状   
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週に1回以上外出をしている方は、74歳以下が93.1%、75歳以上が86.4%とな

っており、その中で自ら外出を控えている方は74歳以下では9.4%、75歳以上は

33.0%と75

「足腰などの痛み」が44.7％、次いで「病気」

が11.2%

週に1回以上外出している（％）        外出を控えている (%)    

はい いいえ

全体 89.6 10.4

74歳以下 93.1 6.9

75歳以上 86.4 13.6

はい いいえ

全体 21.4 78.6

74歳以下 9.4 90.6

75歳以上 33.0 67.0

          (%)

病気 障がい
足腰の

痛み

トイレ

の心配

目の

障がい

外での楽し

みがない

経済的 交通手段

がない

全体 11.2 5.3 44.7 10.1 5.3 9.1 3.7 10.6

74歳以下 20.0 8.6 34.3 5.7 0.0 11.4 8.6 11.4

75歳以上 9.1 4.6 47.1 11.1 6.5 8.5 2.6 10.5

第３章 高齢者の現状                                   



15

３ 口腔、栄養

74歳以下が20.3%、75歳以上が29.3%、

また、口の渇きが気になる方は74歳以下が18.6%、75歳以上が31.6%

４ 物忘れ

周りの人から『いつも同じ事を聞く』などと言われることがある方は、74歳以下

の8.4%となっており、比べて75歳以上は19.8%と物忘れが多く出てきており、他

の物忘れに関する質問項目でも、75歳以上の方が顕著に物忘れの傾向が出てきてい

ます。

５ 日常生活

（１）買い物

ご自身で買い物をしている方は74歳以下で87.7%となっており、比べて75歳以

上では76.0%となっており、家族などに買い物をしてもらう方が増えております。

（２）介護や福祉の相談先

介護や福祉に関する相談先として、『家族・親戚』と答えた方が一番多く36.0%と

なっており、次いで『地域包括支援センター』15.5%となっております。

家族・親戚 36.0%

知人・友人 6.7%

役場 12.1%

地域包括
支援センター

15.5%

社会福祉
協議会

4.5%

4.8%

ケアマネジャー 6.1%

ヘルパー 0.9%

訪問看護師 2.3%

医師・看護師 7.7%

相談相手
がいない

1.0%

その他 2.4%

                                第３章 高齢者の現状   
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６ 社会参加について

地域活動・ボランティア活動の参加

地域活動として最も多く活動していることは、『地域の環境美化に関する活動』で

23.5%でした。様々な種類のものが活動されており、地域活動が多様化していること

がうかがえます。しかし、『何も参加していない』方も約半数いることがわかります。

このような結果の中、どのような形であれば参加しやすいかの質問で、『身近な場

が25.0%、『一緒に活動する仲間がいる』が20.2%となってお

、仲間の存在が、参加のしやすさに繋がることが考えら

れます。

７ 福祉サービス、介護サービス
（１）福祉サービス

14.9%となっており、

第6期のアンケート調査

が期待できると考えられます。

（２）介護サービス

知らなかったと回答のあったサービスが 20%

『介護保

険のしくみ』、『福祉のしおり』

第３章 高齢者の現状                                   
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８ 認知症

（１）相談先

ご家族の中に認知症の方がいると回答された方は9.7%となっており、その相談先

としては医師が一番多く34.4%、次いで地域包括支援センターが24.0%となってお

り、医師への信頼、そして介護の総合相談窓口として地域包括支援センターが重要な

役割を果たしていることがわかります。

（２）

70.7%

となっておりますが、約3割の方が知らないとの回答でしたので、社会福祉協議会で

方法を検討します。

                                第３章 高齢者の現状   
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      第４章 計画        

     第４章では、計画を進めるうえでの目標・視点や、施策の基本
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第４章                                               

第１節 計画を進めるうえでの目標・視点    

高齢化 により、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増

加、各個人のニーズ等の多様化が予測されます。高齢期を迎えても、それぞれの人が、

で支えられる側だけではなく、時

には支える側になれるような助け合える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、

して生活していくことができるよう、町

域生活を支える「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指し、着実に計画を推進

していく必要があります。

高齢者がいきいきと、すこやかに、
そして安心して暮らせる町の実現

目標・視点

第４章 計画策定の基本理念                                 
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第２節 計画目標を達成するための基本方針   

高齢者が元気でいきいきとした生活を継続し、一人一人が社会に参加しつつ、地域

支援が必要な人を地

域全体で支えていく地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組み、目標・視点の実

現を図るため、以下の基本方針を掲げ総合的に施策を推進します。

     

① 介護保険・高齢者生活支援サービスの充実

     ② 健康づくり・疾病予防の推進

③ 地域包括支援センターの機能充実と適正運営

     ④ 認知症

     ⑤ 高齢者虐待防止

     ⑥ 生きがいづくりの推進

     ⑦ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進

⑧

⑨ 地域ケア会議の推進

⑩ 地域における生活環境の充実

基本方針

                             第４章 計画策定の基本理念   
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   第５章 計画基本方針を達成するための展開   

     第５章では、施策の基本方針にもとづき、各施策について、

    計画期間における施策展開の方向性や方策等を定めます。
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第５章 計画基本方針を達成するための展開                                

第１節 介護保険・高齢者生活支援サービスの充実

高齢者が病気やケガが原因で介護や支援が必要となったときでも、住み慣れた地域

や家庭で 様々なサービスの充

実を図り、高齢者の心身の状態や生活環境に即したサービスの提供を進めます。

介護保険施設の

計画的な整備について引き続き検討を進めます。

１ 介護保険サービスの充実

２

介護保険・高齢者生活支援サービスの充実

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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１ 介護保険サービスの充実

       サービス

介護保険法の要介護認定で要介護・要支援と認定された方は、介護支援専門員（ケ

アマネジャー）が作成する介護（予防）サービス計画（ケアプラン）に基づいてサー

ビスが提供され、また認定非該当となった方でも事業対象者に該当となれば介護予防

マネジメントによりサービスが提供されます。その提供される各種サービス（訪問介

護や通所介護など）の内容充実を図ります。

広く認知されるよう努めます。

① 訪問介護（ホームヘルプ）

② 訪問入浴介護

③ 訪問看護

   

④ 訪問リハビリテーション

   

⑤

   

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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⑥ 通所介護（デイサービス）

  日帰りのデイサービスセンターなどに通い、入浴・日常動作訓練・レクリエー

ションなど

⑦ 通所リハビリテーション（デイケア）

   

⑧ 短期入所生活介護（ショートステイ）

   

⑨

   学的な

⑩ 特定施設入所者生活介護

   

づき、入浴、排せつ

⑪ 福祉用具貸与

   

⑫ 特定福祉用具販売（福祉用具購入費の支給）

   貸与になじまない排せつや入浴のための福祉用具を購入した場合に、その費用

の一部について支給

⑬

   に

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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（２）施設サービス

なお、今後の施設整備については、介護保険施設については広域型(

ット数が調整される施設)であるため、美幌町内での状況はもちろんのこと、圏域全

し、介護

慮しながら引き続き検討を進めます。

①

   入所者に、施設サービス計画に基づいて介護等の日常生活上の世話、機能訓練、

  

②

   

   

③ ）

   

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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（３）地域密着型サービス

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地

域や家庭で生活が続けられるように、より身近な地域でのサービスの提供を図ります。

① 認知症対応型通所介護

   認知症の状態にある要介護者について、日帰りの認知症型デイサービスセンタ

② 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症の高齢者が９人（1ユニット）で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、

入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練 。

③

29人以下）において、入浴・排せつ・食事等の

介護や、相談及び援助、機能訓練

④ 地域密着型通所介護

日帰りの小規模デイサービスセンター（定員 18人以下）などに通い、入浴・

日常動作訓練・レクリエーションなど

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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（４）町内に事業所を置く主なサービス別の事業者数     （平成29 11月時点）

※ 上記には項目により介護予防も含む。

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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（５）施設整備の検討が必要なもの

サービス提供体制整備の検討が必要なものとして、以下のサービスが上げられ

整備を誘導しつつ、

含め検討し、

に、高齢者の心身の状態や生活環境に即したサービス提供を検討します。

せたサービスを提供するものです。

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」

訪問介護と訪問看護を連携させて、日中・夜間を通じて短時間の定期巡回訪問

うものです。

「夜間対応型訪問介護」

うものです。

「複合型サービス」

するものです。

「地域密着型特定施設入所者生活介護」

介護保険の

員29人以下）で生活しながら介護を受けられるものです。

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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（６）サービスの質的向上

に、多様化するニーズに対応した質の

高いサービスを提供するため、地域包括支援センターなどが実施する各種研修の充実

を図ります。また、その資質の向上を図るとともに、介護従事者資格取得支援補助事

業等を取り進め、介護職員をはじめ各種人材の養成・確保に努めます。

さらには、

保険に関する情報をわかりやすく提供 。

① 地域包括支援センター職員研修の実施

地域包括支援センター職員や主任介護支援専門員等が、地域の介護支援専門員に対

実施します。

② 介護職員等の担い手確保（介護従事者資格取得支援補助事業等）の実施

町内の介護人材の確保等の促進を図るため、介護サービス事業所等に従事する者に

対し、資格取得に係る経費の補助を ことにより、安定的な介護事業を進めます。

また、ホームヘルパーなどの養成機関に対し、実習の場を提供するなど、人材の育

、

進します。

③

パ

する情報などをわかりやすく提供し、高齢者やその家族などが必要な情報を得やすい

環境づくりに努めます。

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   



32

２

護認定で要介護・要支援と判定された方以外でも受けられる次のサービスの充実を図

ります。

討し、広く認知されるよう努めます。

（１）生活援助事業（ホームヘルプサービス）

  買い物

（２）生きがいデイサービス支援

  家に閉じこもりがちな人に対して、デイサービスセンターへ送迎し、給食、入浴、

（３）短期宿泊

介護者が

（４）施設入浴サービス

浴室や訪問入浴介護で対応できない方に、施設の入浴施設を使用して入浴

（地域支援事業：任意事業）

  

  手すりの

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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（７）緊急通報電話貸与事業

  緊急事態がおこったときは、ボタンを押すだけで消防署へ通報でき、また煙など

を感知した場合、自動で消防署に通報する装置を貸し出します。

（８）除雪サービス

  除雪

（９）配食サービス事業（地域支援事業：任意事業）

  食事を作ることが難しい場合

（１０）移送サービス

  場合に特殊

（１１）介護用品（おむつ）支給事業（地域支援事業：任意事業）

  などで、生計中心者が所得税非課税の世帯に、

  また、使用済みおむつ類については

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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第２節 健康づくり・疾病予防の推進      

健康診査などの保健事業の実施により、生活習慣病

めて、高齢者の健康の保持・増進を図ります。また、保健福祉総合センターしゃきっ

推進します。

１ 保健福祉総合センターしゃきっとプラザ

２ 健康診査・予防接種の実施と推進

３ 健康教育による普及啓発

４ 健康相談・訪問指導の実施と推進

健康づくり・疾病予防の推進

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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１ 保健福祉総合センターしゃきっとプラザ

る方も関節に負担をかけずに運動ができる健康遊浴室を設置しています。

平成27 延べ46,897人  平成28 延べ49,723人）

２ 健康診査・予防接種の実施と推進

高齢者が健康な

、重症化予防のための予防接種が重要となります。

（２）口腔機能健診の推進

お口の健康を維持することは、充実した食生活、いきいきした暮らしを送る上で

ぴぃ健診」のさらなる周知を図ります。

主な取組

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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（３）予防接種の推進

肺炎の予防を図るため予防接種法に基づき高齢者肺炎球菌ワクチン及び高齢者イ

ンフルエンザワクチンの予防接種を実施し、疾病の発症や重症化予防を図ります。

３ 健康教育による普及啓発

としています。

し

する他、地域に根ざした活動を推進

的に地域に入る出前講座

啓発していきます。

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         

主な取組
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４ 健康相談・訪問指導の実施と推進

（１）健康相談

します。

（２）訪問指導

生活習慣病予防や要介護状態となることを予防するため、健康診査の結果、要指導

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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第３節 地域包括支援センターの機能充実と適正運営

これまでの総合的な相談対応や高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点

などの役割がありましたが、さらに地域包括ケアシステム構築に向けた地域づくりの

拠点として各関係団体等との連携を深め、地域全体で高齢者を支える体制づくりを目

指します。

また、適正な事業運営を確保するため地域包括支援センター運営協議会を中心に情

。

１ 機能の充実と適正運営

地域包括支援センターの機能充実と適正運営

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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１ 機能の充実と適正運営（地域支援事業：包括的支援事業）
地域包括支援センターには、基準で定められた保健師等及び社会福祉士、主任ケア

マネジャーの3職種が配置され、それぞれの職員が専門性を活かし、介護予防マネジ

いますが、今後はさ

らに認知症地域支援推進員の配置など地域包括ケアシステムにおける中核的な機関

として期待されることから、町と共に課題を解決することや求められる役割を考慮し

ながら、今後もさらなる機能発揮に向け適正な運営に努めます。

体制

高齢化が急速に進む中で相談件数が増加していることと、現在の業務に加えてさら

に地域包括ケアシステムにおける重要な役割を担うため、それに対応することができ

る体制強化を図ります。

（２）窓口としてのさらなる周知

今後も、

用しながら、さらなる周知を図ります。

（３ 等との連携強化

町、社会福祉協議会及び介護サービス事業所などとさらなる連携強化を図り、様々

（４）地域包括支援センター運営協議会の設置

取組を強化します。

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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第４節 認知症対策           

認知症になっても本人やその家族が地域で安心して暮らしていけるように、認知症

る相談支援体制及びネットワークの構築、サービスなどの整備・強化を図ります。

１ 認知症の相談支援

２ 認知症に関するネットワークの強化

３

４ 認知症高齢者等及び家族に対する支援

５ 認知症予防事業の促進

6

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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１ 認知症の相談支援

認知症の高齢者とその家族からの相談支援について認知症地域支援推進員を配置

するなどの体制強化を推進し、また、認知症初期集中支援チームを活用し

に努めます。

（１）

地域包括支援センター 継続し、事案により保健師、保健

健福祉グループ窓口では

充実を図ります。

用者が必要とする情報提供に努めていくとともに、広報などにより相談窓口のより一

層の周知を図ります。

（２）認知症ケアパスの作成と普及

、 した認知症ケ

アパスを作成するとともに、保健福祉グループ及び地域包括支援センターなどにおい

て、認知症ケアパスの周知を図っていきます。

（３）認知症初期集中支援

できる限り住み慣れた地域や家庭で暮らし続けられるために、認知症の高齢者、そ

の家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断、早期対応に向

けた支援体制の構築を図るとともに、認知症地域支援推進員の配置により必要なサー

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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２ 認知症に関するネットワークの強化
認知症の高齢者が地域で安心・安全に暮らすことができるように、関係機関とのネ

ットワーク構築など必要な体制づくりを進めます。

（１）びほろ折り梅の会

びほろ折り梅の会は認知症の予防や、サポートを目的とした団体で、福祉団体や地

域のボランティア団体等で構成され、認知症に関するネットワーク強化を図っており、

今後も地域への認知症の啓蒙啓発を推進していきます。

（２）美幌町認知症高齢者等ＳＯＳネットワークつなぐねっとびほろ

認知症高齢者等で徘徊などが心配される方について、家族などが事前登録届を提出

し、必要情報を事前に登録して、町・消防・ もし

明となった場合は、 警察と

連携しながら、関係機関

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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３

2025 65歳以上の高齢者の約5人に1

り、認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気です。よって、認知症についての

高齢者やその家族への

ため、認知症に関する啓発活動を推進していきます。

（１）認知症サポーター養成講座の実施

認知症サポーターは「認知症を正しく に対して温か

い目で

ことにより認知症サポーターが増え、それぞれの 環境が構築されるよう

取り進めます。特に 現役世代など幅広い世代に養成講座の開催を働きかけ、

ます。また、講師となるメイトのさらなる活躍

（65歳未満で発症）の方は

ても受診が遅れることが多く、また就労や生活費等の経済的問題が多いことなどの特

講演会等を実施します。

（３）

の作成により、地

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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４ 認知症高齢者等及び家族に対する支援

認知症の家族の負担を軽減するため、やすらぎ支援事業の推進や認知症高齢者等位

ります。また、男性介護者の会などとの連携によ

り、介護負担の軽減を図るとともに、介護者同士の支え合いを支援します。

（地域支援事業：任意事業）

「ＮＰＯ法人絆-びほろ

軽減を図ります。

（２）認知症

信の を貸与し、

ます。

（３）男性介護者の会の開催

地域包括支援センターが主体となり、「男性介護者」を対象に、介護に対する思い

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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５ 認知症予防事業の促進

認知症を予防するための各ボランティア団体による事業推進を支援するとともに、

各地域での取組を促進します。

（１）認知症予防教室の開催

保健師などによる 「運動・口腔・栄養・

認知症予防を組み合わせた介護予防教室」などを開催するとともに、まち育出前講座

（２） 認知症予防教室の開催

認知症予防を推進する町

所で継続して介護予防活動に参加できるよう介護予防の地域づくりを進めます。

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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６

高齢者

また、

促進基本計画を策定しております。その基本計画における町としての役割を推進し、

用を促します。

（２） （地域支援事業：任意事業）

を実施するとともに、かかる経費の一部を助成します。

（３）

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         

主な取組
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（４

ます。

①広報、周知及び啓発活動の推進

②相談体制の充実

③

④

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   

主な取組
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第５節 高齢者虐待防止    

高齢者虐待

口を周知するなどして高齢者虐待防止を推進するとともに、関係機関のネットワーク

１ 高齢者虐待の相談窓口と対応

２

高齢者虐待防止

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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１ 高齢者虐待の相談窓口と対応

相談窓口として、

窓口の機能充実を図ります。

また、高齢者虐待の対応は、

等関係機関と連携の上

（１）相談窓口機能の充実

高齢者虐待が発生する要因は、1

なっており、複雑な問題を抱えた高齢者に対応するため、早期に相談を受けることが

重要となります。その相談窓口として保健福祉グループや地域包括支援センターのさ

（２）高齢者虐待防止ネットワーク会議

高齢者虐待の相談内容には、ひとつの機関だけでは対応できない多くの問題が含ま

れていることから、 福祉団体などの関係機関により構成する会議を開催

ます。

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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２ 高齢者虐待防止

保健福祉グルー

プ及び地域包括支援センターへ通報されることが重要となります。

そのため、高齢者虐待防止に関する研修会の開催及び通報窓口の周知活動を推進し

ます。

（１）高齢者虐待に関する研修会の開催等

ことにより、介護する方の高齢者虐待防止に

つながり、また、 、早期対応には関係機関からの情報提供はも

とより、地域からの情報提供も重要となることから、各関係機関及び

者虐待防止に係る研修会の開催及び通報窓口の周知活動を推進します。

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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第６節 生きがいづくりの推進
        
高齢者が生きがいを持ち、また、地域とのかかわりを保ちながら暮らしていけるよ

うに、社会参加のための様々な活動を支援します。活動のきっかけづくり、活動の場

や機会の提供、活動団体への支援などを進めます。

１ 社会活動参加の促進

２ 高齢者の就労に対する支援

３ 生涯学習、通いの場の充実

生きがいづくりの推進

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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１ 社会活動参加の促進

高齢期を充実して過ごすためには、

住み慣れた地域で

の高齢者同士の が図られるよう、生活支援・介護予防体制整備推進協議体での活

動を活かしながら、各種生きがい対策事業を実施し、高齢者の生きがい・仲間づくり

を推進します。

取

り組む町内の各

の

美幌町

（２）多目的バスの貸し出し

動や健

康づくり活動等のために、多目的バスを貸し出します。

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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（３）サロンなど通い活動の場や機会の充実

、また、閉じこもりがちな高齢者のため、地域

ます。

①

設において、ひとり暮らしの方の閉じこもりを防ぐため、レクリエーションなどを通

す。

②

少 ことから、

子ども、学生、高齢者など幅広い世代の町

る多様な場を創出し、新たなまちづくり活動が生まれる環境整備を推進します。

進します。

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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２ 高齢者の就労に対する支援

図ります。

（１）シルバー人材センターへの支援

就業機会の確保等に取り組む、シルバー人材センタ

ー

また、シルバー人材センターの取り組み内容や会員の自主活動等について、広くＰ

Ｒするとともに、多様な特技や技能 、生

きがいに繋がることを期待するため、意欲のある高齢者の就業への参加を促します。

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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３ 生涯学習、通いの場の充実

な高齢者の積極的な社会参画活動

を支援する生涯学習や通いの場の充実を図ります。

（１）明和大学の充実

現在、教育委員会により高齢者の生きがい推進事業である明和大学の活動がなされ

ていますが、教育委員会と情報の共有など連携を図りながら、多様化する高齢者ニー

ズを踏まえた講座内容の検討など 充

実を図ります。

（２）通いの場の充実

生活支援・介護予防体制整備推進協議体の活動を活かして、すでに活動している団

地域に通いの場が無い場合は、その地域の方へ働きかけ、新たな通いの場を創設で

て生きがいづくりを推進します。

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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第７節 介護予防・日常生活支援総合事業の推進

ひとり

活支援ニーズが高まる中、給付に馴染まない多様な生活支援サービスが地域で多様な

主体により提供される体制の構築が重要となってきていることから、平成29

存の生活支援サービスを含めた新しい総合事業が始まっており、引き続き充実を図り

ます。

て指標を設定し、実績を評価して、介護予防を推進していきます。

１ 事業の概要

２ 介護予防・生活支援サービス事業の推進

３ 一般介護予防事業の推進

介護予防・日常生活支援総合事業の推進

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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１ 事業の概要
事業内容については、次の２事業により構成されます。

（１） 介護予防・生活支援サービス事業

高齢者の方が地域の中で安心して暮らせるように、訪問型サービス、通所型サービ

業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援する事業です。

（２） 一般介護予防事業

地域の実情に応じて高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高

齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた、

取組を推進する事業です。

２ 介護予防・生活支援サービス事業の推進（地域支援事業）

等が選択できる提供体制の

整備を推進します。

（１）訪問型サービス

① これまでの訪問介護相当サービスの実施

  従来の介護予防訪問介護に相当するサービスとして実施します。

② これまでの訪問介護相当サービスの基準を緩和したサービスの実施

  、「買

、

体制を整備します。

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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③

  従来の介護予防事業における二次予防事業に位置づけられていた、運動器や口

腔機能向上プログラムを、保健師や専門職により、個別性に応じた内容で実施し

ます。

（２）通所型サービス

① これまでの通所介護相当サービスの実施

従来の介護予防通所介護に相当するサービスとして実施します。

② これまでの通所介護相当サービスの基準を緩和したサービスの実施

  通所介護相当サービス基準を緩和し、ミニデイサービス、運動・レクリエーシ

③ 健康づくり教室の実施

  

継続した取り組みが出来るよう支援していきます。

また、運動機能向上のためにリハビリテーション専門職等と連携しながら、充

実を図ります。

（３）その他の生活支援サービス

（４）介護予防ケアマネジメント

者等に対して基本チェックリストを実施し、その状態や置かれている環境等に応じて、

主な取組

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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３ 一般介護予防事業の推進（地域支援事業）

（１）介護予防把握事業

地域で活動されている方々と連携し、閉じこもり等の何らかの支援を要し、介護予

防的な介入が必要と思われる方の把握に努め、本人のニーズと周囲の環境にあわせた

介護予防活動へ繋げていきます。

（２）介護予防普及啓発事業

して、地域における自主的な介護予防の活動を支援していきます。

（３）地域介護予防活動支援事業

高齢者が気軽に出かけられる身近な環境で、主体的に健康づくり・介護予防に取り

組むことができることを目指し、各地域の健康づくり・介護予防を支援していきます。

（４）一般介護予防事業評価事業

りを目指します。

（５）地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取り組みをより効果的なものとしていくため、ケア会議等

において、リハビリテーション専門職等の関与を促進します。

主な取組

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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第８節            

75

ーク機能の強化を図り、一歩一歩取り組んでいきます。

（地域支援事業：包括的支援事業）

１ 推進

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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１ 推進

協議の場や連絡会などによる関係づくりを推進し、地域包括支援センターを中心に

の人材育成について推進します。

（１）協議会等による

福祉の連携を推進するため、連携の方法や取り組み等について、検討、協議、

、 推進してい

きます。

地域包括

支援センター、タウンミーティング運営委員会や、高齢者サービス調整会議など医師、

高齢者支

援のための連絡会の体制強化を推進します。

（２）連携推進のための方法やルールの検討

主任ケアマネジャーの会において、入退院のルールづくりなど検討しており、それ

らの運用を目指してい

を図ります。また、方法

（３）

り、普及啓発に取り組みます。

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   

主な取組
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第９節 美幌町地域ケア会議の推進

美幌町地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの実現のための有効な方法であり、

する検討などを推進します。

※美幌町の日常生活圏域は町全体で１ヵ所としており、美幌町地域ケア会議の地域と

は美幌町全域をいいます。

１ 個別課題から地域課題までの解決

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         

美幌町地域ケア会議の推進
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１ 個別課題から地域課題までの解決

地域包括支援センターを中心に、多職種協働による個別ケースのケアマネジメント

支援のための実務者レベルの美幌町地域（＝美幌町全域）ケア会議を開催するととも

に、必要に応じて、そこで蓄積された最適な手法や地域課題を関係者と共有するため

の代表者レベルの美幌町地域（＝美幌町全域）ケア会議を開催します。

主な取組

個別のケアマネジメント

サービス担当者会議

を通じた地域支援ネットワークの構築

提供支援

政策形成

自治会

社会福祉協議会

介護事業者

警察・消防

保健所 ケアマネ

地域づくり・資源開発の検討

美幌町地域ケア会議
（実務者レベル）

地域包括支援センター

美幌町地域ケア会議（代表者レベル）

町職員

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   
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第１０節 地域における生活環境の充実

児童委員、社会福

祉協議会、各種ボランティア団体と連携し、また、生活支援・介護予防体制整備推進

お示しし、体

（地域支援事業：包括的支援事業）

１

２

     ３ 冬期間の生活環境の整備

     ４ 災害時における避難支援

     ５ 住環境の整備

地域における生活環境の充実

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         
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１

町及び社会福祉協議会実施の安否確認などの各サービスの推進と、さらなる周知を

図り、生活支援コーディネーターを中心に地域のニーズ及び資源の把握に取り組みま

す。

（１）愛のふれあい訪問

（２）ふれあい電話

（３）シルバーハウジング運営事業（ＬＳＡの配置）（地域支援事業：任意事業）

（４）配食サービス事業（ 再掲第1節2(9）)（地域支援事業：任意事業）

食事を作ることが難しい場合 、併せて安否の確認

ます。

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   

主な取組
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２

児童委員

制づくりについて推進します。

（１） 児童委員

児童委員及びボランティアが重

、課題に

（２）

な

るように推進します。

（３）たすけあいチームとの連携と支援

社会福祉協議会が主体で活動を推進しているたすけあいチームの

て、新たなチーム作りや活動の継続に対する支援を推進します。

（４）自治会連合会による高齢者家族安心カード

自治会連合会が主体となり、75

医などが記載された首下げタイプの名札を配布し、外出先などで急に具合が悪くなっ

します。

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         

主な取組
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（５）

協定に基づき、高齢者の単身世帯や高齢者のみ世帯等について、

づいた場合、ライフライン事業所などが町や警察・消防へ連絡して安否確認

うことや、

な支援に繋げるなど、地域に根ざした活動をする事業者等に

安心して暮らせる地域づくりを推進します。

また、定期的な訪問等をされている事業者でご

を推進し事業の充実を図ります。

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   

主な取組
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３ 冬期間の生活環境の整備

除雪困難な高齢者や障がい者世帯を対象に地域のたすけあいチーム、建設水

道部とも連携のうえ間口部分等の除雪を支援します。

（１）除雪困難者への間口除雪

高齢者や障がい者などの世帯を対象に、建設水道部との連携や、

（２）たすけあいチームへの除雪機の貸与

各自治会のたすけあいチームへ小型家庭用除雪機を貸与し、冬期間におけるたすけ

あいチームの除雪活動を支援します。

（３）除雪サービス（ 再掲第1節2(8）)

除雪

４ 災害時における避難支援

避難支援体制の強化を推進します。

ない要支援者の避難のための地域の自主的な取組を促進します。

第５章 計画基本方針を達成するための展開                         

主な取組

主な取組
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（２）福祉避難所の確保

ために、介護施設である 施設アメニティ美

幌、あさひデイサービスとの間に福祉避難場所としての協定を結んでおり、今後より

一層連携を深めていきます。

５ 住環境の整備
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域生活の基

するなど、高齢者のニーズや状況にマッ

チした多様な住まいの確保を段階的に検討します。

（１）

高齢者世帯が加齢等に伴って心身機能が低下しても、生活援助員による生活支援を

受けながら住み続けられる の運営充実を

図るとともに、 ケアハウス、 などの

整備について、 検討していきます。

（２）生活環境の整備

じて地域包括支援センターなどにより の相談を実施し、高齢者が要介護状態

                      第５章 計画基本方針を達成するための展開   

主な取組

主な取組
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      第６章 介護保険事業計画        

     第６章では、第７期介護保険事業計画について、介護サービス

第5

  



72

第６章 介護保険事業計画                                                

第１節 介護保険事業計画の概要        

介護保険事業計画は、「町における被保険者や要介護・要支援認定者等の人数」、

「 」、「

な事業運営」など

ています。

かにすることによって、その費用をまかなうために必要な「第1号被保険者が負担す

を算定するための根拠にもなります。

第1

第７期介護保険事業計画（計画期間：平成30 32

に定める、さまざまな取組（第5章に具体的施策の展開）を踏まえ、必要なサービス

3節から第４節により ます。

第６章 介護保険事業計画                                 
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第２節 介護サービス圏域について       

１ 介護サービス圏域設定の意義と目的

等を踏まえ設定することとされています。

第７期計画においても引き続き、次の考え方により町全体を１ヶ所の日常生活圏域

として設定し、サービスの充実を進めていきます。

２ 介護サービス圏域設定の基本的な考え方

ゃきっとプラザをほぼ中心に半径約２ｋｍ範囲に位置しており、それ以外に人口が集

となっています。市街地については、河川等で分

断される箇所も少なく経済圏域や生活圏域もほぼ一本化しています。

箇

所に分ける必要がなく、町全体を１箇所の日常生活圏域と設定することが望ましいと

判断しました。

                              第６章 介護保険事業計画   
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第３節

１ 被保険者数の現状

（１）被保険者数（実績）

６期中の3 182

名増加しています。

逆に第2

（単位：人）

実   績

平成27 平成28 平成29

第1号被保険者 6,592 6,677 6,765

65 74歳 3,142 3,200 3,216

75歳以上 3,450 3,477 3,549

第2号被保険者 6,869 6,727 6,566

※第1号被保険者：65歳以上の者

※第2号被保険者：40歳以上65

※平成29 11月末現在

第６章 介護保険事業計画                                 
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（２）被保険者数（ ）

第1号被保険者については、今後も増加し、第7 32

約7,000人となり、平成37 でもほぼ同数の約7,000人

第2号被保険者については、平成30 37 8 800人近

  （単位：人）

推  計

平成30 平成31 平成32 平成37

第1号被保険者 6,864 6,925 6,984 6,935

65 74歳 3,156 3,169 3,180 2,661

75歳以上 3,708 3,756 3,804 4,274

第2号被保険者 6,405 6,274 6,145 5,636

※第1号被保険者：65歳以上の者

※第2号被保険者：40歳以上65

                              第６章 介護保険事業計画   
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２ 要介護等認定者数の現状

（１）要介護等認定者数（実績）

平成 29 1号被保険者で

17.7％となっています。
（ ）

実  績

平成27 平成28 平成29

要介護等認定者数 1,133 1,174 1,220

第1号被保険者の認定者数
1,110

(16.8%)
1,153

(17.3%)
1,196

(17.7%)

要支援１ 177 214 197

要支援２ 131 160 199

要介護１ 266 213 200

要介護２ 151 189 215

要介護３ 143 131 144

要介護４ 127 131 119

要介護５ 115 115 122

第２号被保険者の認定者数
23

(0.3%)
21

(0.3%)
24

(0.4%)

要支援１ 5 3 3

要支援２ 3 3 6

要介護１ 6 5 3

要介護２ 3 6 6

要介護３ 0 0 1

要介護４ 3 2 3

要介護５ 3 2 2

1号（第2号）認定者数÷第1号（第2号）被保険者数

第６章 介護保険事業計画                                 
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（２）要介護等認定者数（ ）

今後も高齢化の進展により要介護等認定者数は増えていくことが予想され、第7期

32 1 18.3％
（

推  計

平成30 平成31 平成32 平成37

要介護等認定者数 1,232 1,269 1,306 1,446

第１号被保険者

の認定者数

1,210
(17.6%)

1,246
(18.0%)

1,281
(18.3%)

1,421
(20.5%)

要支援１ 203 210 216 234

要支援２ 196 200 204 228

要介護１ 212 217 221 246

要介護２ 215 219 226 254

要介護３ 148 154 158 173

要介護４ 125 131 133 149

要介護５ 111 115 123 137

第２号被保険者

の認定者数

22
(0.3%)

23
(0.4%)

25
(0.4%)

25
(0.4%)

要支援１ 0 0 0 0

要支援２ 6 6 6 6

要介護１ 3 2 2 2

要介護２ 10 13 15 15

要介護３ 0 0 0 0

要介護４ 2 1 1 1

要介護５ 1 1 1 1

1号（第2号）認定者数÷第1号（第2号）被保険者数

                              第６章 介護保険事業計画   
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第４節      

１

1,000人で、高齢者のお

よそ7

80%となっています。

（単位：人）

実  績

平成27 平成28 平成29

要介護等認定者数 1,133 1,174 1,220

881
(77.7%)

955
(81.3%)

986
(80.8%)

(介護予防)サービス 580 611 622

地域密着型サービス 126 165 182

施設サービス 175 179 182

第６章 介護保険事業計画                                 
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（２ ）

されます。

（単位：人）

推  計

平成30 平成31 平成32 平成37

要介護等認定者数

1,232 1,269 1,306 1,446

1,016
(82.4%)

1,044
(82.2%)

1,074
(82.2%)

1,175
(81.2%)

(介護

予防)サービス
641 659 677 745

地域密着型

サービス
188 192 198 221

施設サービス 187 193 199 209

                              第６章 介護保険事業計画   
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２

（１）

（単位：人／月）

実 績

平成27 平成28 平成29

訪問介護 145 156 170

訪問入浴介護 4 3 3

訪問看護 70 68 64

訪問リハビリテーション 7 7 6

4 6 11

通所介護 125 84 78

通所リハビリテーション 105 106 100

短期入所生活介護 60 60 60

短期入所生活介護( ) 11 13 16

短期入所生活介護(病院等) 1 0 0

福祉用具貸与 183 211 231

特定福祉用具販売 11 10 12

6 6 5

特定施設入所者生活介護 13 8 7

382 392 407

※平成2９ 29 9

第６章 介護保険事業計画                                 
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（２）

（単位：人／月）

推  計

平成30 平成31 平成32 平成37

訪問介護 173 184 197 250

訪問入浴介護 4 4 4 5

訪問看護 63 66 67 83

訪問リハビリテーション 10 10 10 12

11 12 12 16

通所介護 81 86 89 107

通所リハビリテーション 98 103 108 125

短期入所生活介護 65 72 77 97

短期入所生活介護( ) 15 17 17 22

短期入所生活介護(病院等) 0 0 0 0

福祉用具貸与 259 281 300 392

特定福祉用具販売 13 13 15 19

5 6 6 9

特定施設入所者生活介護 5 5 6 7

423 442 460 540

                              第６章 介護保険事業計画   
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３

（１）

（単位：人／月）

実 績

平成27 平成28 平成29

介護予防訪問介護 69 79 73

介護予防訪問入浴介護 0 0 0

介護予防訪問看護 12 20 25
介護予防
訪問リハビリテーション 1 1 2

0 1 1

介護予防通所介護 53 61 55
介護予防
通所リハビリテーション 43 40 42

介護予防短期入所生活介護 1 2 2
介護予防
短期入所生活介護( ) 1 1 1
介護予防
短期入所生活介護(病院等) 0 0 0
介護予防
福祉用具貸与介護予防 62 76 82

介護予防特定福祉用具販売 4 4 5
介護予防 3 3 2
介護予防
特定施設入所者生活介護 1 1 1

介護予防支援 182 209 208

※平成29 29 9

第６章 介護保険事業計画                                 
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（２）

（単位：人／月）

推  計

平成30 平成31 平成32 平成37

介護予防訪問介護 － － － －

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0

介護予防訪問看護 33 34 35 38
介護予防
訪問リハビリテーション 2 2 2 2

2 2 2 2

介護予防通所介護 － － － －
介護予防
通所リハビリテーション 44 45 46 51

介護予防短期入所生活介護 4 4 4 5
介護予防
短期入所生活介護( ) 2 2 2 2
介護予防
短期入所生活介護(病院等) 0 0 0 0
介護予防
福祉用具貸与介護予防 95 100 107 128

介護予防特定福祉用具販売 5 5 6 6
介護予防 3 3 3 3
介護予防
特定施設入所者生活介護 1 1 1 1

介護予防支援 228 235 244 266

                              第６章 介護保険事業計画   
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４

（１）

（単位：人／月）

実 績

平成27 平成28 平成29

認知症対応型共同生活介護 75 75 76

入所者生活介護 18 20 20

認知症対応型通所介護 34 34 34

地域密着型通所介護 － 38 54

※平成29 29 9

第６章 介護保険事業計画                                 
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（２） 及び必要定員数

29

ます。

なお、第7期中（平成30 32

表の推計値とします。
（単位：人／月）

推  計

平成30 平成31 平成32 平成37

認知症対応型共同生活介護 72 72 72 72

入所者生活介護 20 20 20 20

認知症対応型通所介護 33 35 38 50

地域密着型通所介護 63 67 70 89

込み数となっております。

                              第６章 介護保険事業計画   
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５

（１）

（単位：人／月）

実  績

平成27 平成28 平成29

88 90 90

85 87 93

3 2 1

※平成29 29 9

第６章 介護保険事業計画                                 
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（２）

29

ます。
（単位：人／月）

推  計

平成30 平成31 平成32 平成37

90 93 96 106

96 99 102 102

1 1 1 －

0 0 0 1

る値となっています。

                              第６章 介護保険事業計画   
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６
        

（１）地域支援事業の概要

地域支援事業は被保険者が要介護・要支援状態になることを予防するとともに、要

が

できるよう支援することを目的とした事業です。

（ 地域支援事業 ）

介護予防・日常生活支援総合事業

○介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス事業

・通所型サービス事業

・生活支援サービス事業

・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

地域支援事業
包括的支援事業

○地域包括支援センター運営事業

○地域ケア会議の推進事業

○認知症施策の推進事業

○生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進事業

任意事業（６事業）

第６章 介護保険事業計画                                 
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（２）現状について

これまでの主な地域支援事業の実施状況は以下のとおりです。

区

分
事 業 名 内 容

実 績

平成

27

平成

28

平成

29

介
護
予
防
事
業

介護予防教室開催 開催回数( ) 531回 504回 289回

訪問言語指導 訪問回数( ) 3回 3回 3回

包
括
的
支
援
事
業

地域包括支援センター

運営事業

設置箇所数

職員数

1ヶ所

9人

1ヶ所

９人

1ヶ所

９人

任

意

事

業

生きがいデイサービス

支援事業 (月平均) 4人 ２人 2人

支援事業 (月平均) 9人 12人 11人

支援件数( ) 2件 1件 0件

配食件数
(月平均) 58件 60件 68件

介護用品(おむつ)支給事業
支給件数
(月平均) 17件 18件 13件

(やすらぎ支援)
登録人数( ) 7人 13人 15人

( ) 3件 1件 0件

シルバーハウジング

運営事業(LSA配置)
配置箇所数 2か所 2か所 2か所

※平成29 29 11

上記の通所・訪問型に加え、対象者把握事業、普及啓発事業など事業費の伴わない

取組についても実施しています。

                              第６章 介護保険事業計画   
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（３） について

主な地域支援事業の実施 は以下のとおりです。

地域支援事業費については、介護給付費をもとに国が定めた割合で上限額が定めら

① 介護予防・日常生活支援総合事業

事 業 名 内 容
推  計

平成30 平成31 平成32 平成37

訪
問
型

訪問型
介護サービス (月) 90人 90人 90人 100人

訪問言語指導 訪問回数
( ) 3回 3回 3回 3回

通
所
型

通所型
介護サービス (月) 70人 70人 70人 80人

介護予防教室
開催

開催回数
( ) 500回 500回 500回 500回

その他生活支援
サービス

一
般
介
護
予
防
事
業

介護予防把握事業

介護予防
普及啓発事業
地域介護予防
活動支援事業
一般介護予防
事業評価事業
地域リハビリテーシ
ョン活動支援事業

第６章 介護保険事業計画                                 
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② 包括的支援事業・任意事業

事 業 名 内 容
推  計

平成30 平成31 平成32 平成37

包
括
的
支
援
事
業

地域包括支援センター

運営事業

設置箇所数

職員数(人)

1ヶ所

10人

1ヶ所

10人

1ヶ所

10人

1ヶ所

10人

任
意
事
業

支援件数( ) 8件 8件 8件 10件

配食サービス事業
配食件数
(月平均) 70件 72件 74件 89件

介護用品(おむつ)
支給事業

支給件数
(月平均) 14件 15件 16件 21件

事業(やすらぎ支援)
登録人数( ) 17人 19人 21人 31人

( ) 3件 3件 3件 6件

シルバーハウジング
運営事業

配置箇所数 2か所 2か所 2か所 2か所

                              第６章 介護保険事業計画   
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第５節             

あります。

１

把握し、適正かつ公平公正に進めていきます。

ます。

また、被保険

２ 介護給付等に要する費用の適正化事業の推進

っているか、また、事業者による ・ なサービ

どといった観点から、保険給付の適正化のため第7期中において次の取組を重点的に

実施します。
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（１）要介護認定の適正化

、書面等の審査

（２）ケアプランの点検

いないサービス提供を改善します。

（３）縦覧点検

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細内容）を確認し、提

排除等を図ります。

（５）

３ 介護サービス情報の公表

や今後体制整備を進める生活支援・介護予防サービスの所在地や事業内容、サービス

内容について、効果的な情報発信 。

                              第６章 介護保険事業計画   
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  第７章 第７    

     第７章では、第6

各事業費を算定のうえ、第７

額を定めます。
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第７章 第７    

第１節 給付と負担、所得段階区分           

１ サービスの給付と負担の関係

３者でまかなうこととされており、それぞれが国によって決められた一定の割合に応

じて負担することとなります。

１

介護保険事業計画の中で定めます。

り設定しています。

第７章 第７期介護保険事業費の見込と保険料                         
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２ 所得段階区分

（１）

1段階の低所

（２）所得段階区分の設定

所得段階区分の設定は、第7 9 、下表となります。

段 階 対 象 者
被保険者の

負担割合

第1段階
及び

80万円以下の方

基準額×0.5

第2段階
80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.75

第3段階
120万円を超える方

基準額×0.75

第４段階 80万円以下の

方

基準額×0.9

第5段階 80万円を超え

る方

基準額

第6段階 120万円未満の方 基準額×1.2

第7段階
120万円以上200万

円未満の方
基準額×1.3

第8段階
200万円以上300万

円未満の方
基準額×1.5

第9段階 300万円以上の方 基準額×1.7

                      第７章 第７期介護保険事業費の見込と保険料  
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第２節         

30 4月に介護報酬の改定が予定されていますが、

、

た後、第1

的に決定します。

※基 時に交付された交付

第７章 第７期介護保険事業費の見込と保険料                         


