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は じ め に 

 

 

福崎町は、およそ４人に１人が高齢者という超高齢

社会を迎えており、さらに７年後には、いわゆる団塊

の世代が 75 歳以上となり、高齢者人口がピークに達す

るものと見込まれております。 

超高齢社会の到来は、社会保障費の増大や労働力の

減少など、マイナス面ばかりが取り上げられがちです

が、65 歳から 74 歳までの比較的若い高齢者の多くは身

体能力が高く、社会参加意欲も旺盛な元気な高齢者で

す。これまでに培った豊富な知識や技能を就労やボランティア、地域活動などに活

かしていただくことが、超高齢社会を乗り切り、豊かな地域社会を形成する大きな

チャンスとなります。 

その一方で、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、また認知症高齢者が急増し

ていることから、認知症の総合的な対策も課題となっています。 

新しい「第７期福崎町ゴールドサルビアプラン（高齢者福祉計画・介護保険事業

計画）」では、基本理念を「支え合い いつまでも安心して暮らせるまち ふくさ

き」として、多くの高齢者が介護や支援が必要な状態となっても、できる限り住み

慣れた地域で、自立した生活を続けたいという切実な願いに応えるため、医療・介

護・介護予防・住まい・生活支援のサービスを切れ目なく一体的に提供できるよう、

前期計画からさらに踏み込んだ「地域包括ケアシステム」の深化・推進をめざして

まいります。 

今後は、この計画に基づき、様々な関係機関や事業者との連携を図りながら、各

種事業に積極的に取り組むことで、「このまちに住んで良かった」と実感していた

だけるような地域社会づくりを進めてまいります。 

最後に、本計画の策定にあたりご尽力いただきました介護保険運営協議会の委員

各位に心から感謝申し上げますとともに、町民の皆さまには今後ともなお一層のご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

福崎町長 橋本 省三 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

21世紀の超高齢社会における介護問題の解決を図るため、国民の共同連帯の理念に基

づき、要介護者等を社会全体で支援する仕組みとして介護保険制度が創設されました。 

その後17年が経過し、サービス利用者は制度創設時の３倍を超えて500万人に達して

おり、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高齢者の生活の支えと

して社会に定着してきています。 

その一方、2025年（平成37年）には団塊の世代すべてが75歳以上となるほか、2040

年（平成52年）には団塊ジュニア世代が65歳以上になる等、人口の高齢化は今後さらに

進展すると見込まれています。 

こうした中、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で、自身の能力に応じ自立した日常生活を営むことができる体制づくりが必要とな

ります。そのためには、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十分な介

護サービスの確保のみに留まらず、医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活

のための支援が包括的に確保される体制（以下「地域包括ケアシステム」という。）を各

地域の実情に応じて深化・推進していくことが重要です。 

このような背景から、平成27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

定以上所得がある方の自己負担を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、平成29年５月には、「地域包括ケアシステムを強化

するための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、介護保険制度の見直しが行わ

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、「地域包括ケアシステム」の構築に向け、地域住民の自主性、

主体性を尊重する「第７期福崎町ゴールドサルビアプラン」を策定します。 
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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等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等、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

り等、高齢者を支援する様々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。 

 

３ 計画期間 

この計画は、平成30年度を初年度とし、平成32年度を目標とする３年間を計画期間と

します。 

■計画期間 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 2025 

団塊の世代が 
65 歳に 

団塊の世代が 
75 歳に 

第８期計画
2021～2023

（H33）（H35）

第９期計画 
2024～2026 

（H36）（H38）

第５期計画
2012～2014

（H24）（H26）

<2025年までの見通し> 

第７期計画
2018～2020 

（H30）（H32）

第６期計画
2015～2017

（H27）（H29）
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４ 計画の策定体制 

（１）介護保険運営協議会の開催 

計画の策定にあたって、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。 

（２）アンケート調査の実施 

福崎町に居住する 65 歳以上の一般高齢者と要支援認定者に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等の把握に努めました。 

また、在宅で生活をしている要支援・要介護認定者のうち、平成 28 年 12 月から

平成 29 年７月の間に更新申請・区分変更申請に伴う認定調査を受ける（受けた）方

にアンケート調査を行い、「高齢者の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労

支援」の実現に向けた介護サービスの在り方について検討しました。 
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５ 第７期介護保険制度改正の主な内容 
 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 
介護保険制度改革の１つの柱である「地域包括ケアシステムの深化・推進」に

ついては、平成 29 年６月２日に公布された「地域包括ケアシステムの強化のた

めの介護保険法等の一部を改正する法律」に盛り込まれ、平成 30 年４月施行に

向け改革が行われました。 

 改正１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みを推進 

（介護保険法） 

① 各市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕

組みを制度化 

② 国提供のデータを分析した上で介護保険事業計画を策定し、介護予防・重度

化防止等の取り組み内容と目標を記載 

③ 県による市町村への支援事業の創設と、財政的インセンティブの付与規定の

整備 

④ 地域包括支援センターの機能強化 

⑤ 居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与強化 

⑥ 認知症施策の推進 

改正２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」

としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設 

② 医療・介護の連携等に関して、県による市町村への必要な情報の提供やその

他の支援の規定を整備 

改正３ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等 

（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法） 

① 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉

分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化 

② 高齢者と障がい児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保

険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付け 

③ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（老人福祉法一部改正） 

④ 障害者支援施設等を退所して、介護保険施設等に入所した場合の保険者の見

直し 

（２）持続可能性の確保 

介護保険制度改革のもう１つの柱である「持続可能性の確保」については、 

① 利用者負担の見直し、② 高額介護サービス費の見直し、③ 費用負担の見直し

等が行われました。 

 改正１ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割に引き上げ 

（介護保険法） 

改正２ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法） 

① 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64 歳の保険料）について、被用

者保険間では「総報酬割」に変更 
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第２章 高齢者を取り巻く現状と課題 

１ 福崎町の人口 

（１）人口の推移 

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）は上昇傾向にあり、平成 29 年には 27.5%となっています。 

■人口の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査、平成 28～29 年は住民基本台帳（各年９月 30 日） 
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12,706 13,594 12,336 11,603 11,500 11,429 
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65歳以上（高齢者人口） 高齢化率

（人） （％）
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（２）年齢区分別人口比率 

平成 29 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 27.2%

となっており、国・兵庫県より高くなっています。また、年少人口の割合も同様に国・

兵庫県より高く、13.9%となっています。 

■年齢区分別人口比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 年１月１日） 

（３）年齢別人口と高齢化率の将来予測 

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

は上昇傾向にあり、平成 32 年度では 28.5％、平成 37 年度には 29.3％となる見込

みです。 

■年齢別人口と高齢化率の将来予測 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳を基にコーホート変化率法にて推計 

  

12.6 13.0 13.9 

60.6 60.0 58.9 

26.8 27.0 27.2 

0.0
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0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口） 65歳以上（高齢者人口）

（％）
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（人） （％）
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２ 世帯状況 

（１）世帯状況の推移 

福崎町の総世帯数は増加しており、特に高齢者のいる世帯が増加しています。なか

でも、「高齢者夫婦のみ世帯」の増加率が高く、平成22年から平成27年にかけて

37.8％伸びています。 

■世帯状況の推移 
単位：世帯 

区 分 平成22年 平成27年 
世帯数の 
増減率（％） 

総世帯数 6,626 6,892 4.0 

高齢者世帯数 2,957 3,298 11.5 

一人暮らし世帯数 531 682 28.4 

夫婦のみ世帯数 545 751 37.8 

その他の世帯数 1,881 1,865 ▲0.1 

高齢者世帯比率（％） 44.6 47.9 ― 

資料：国勢調査 

（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おり、「その他高齢者世帯」では、国・兵庫県より高い割合となっ

ています。 

■高齢者のいる世帯の状況の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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３ 要介護（要支援）認定者の状況 

（１）要介護（要支援）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 29 年度（見込み）は 905

人となっており、平成 24 年度と比べると約 11%増加しています。 

■要介護（要支援）認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告 各年度３月月報 

（２）要介護度別比率 

平成 29 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４」「要介護５」で福崎町の比率が高く、兵庫県では「要介護４」「要

介護５」合わせて 19.4％に対し、29.1%となっています。 

■要介護度別比率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：介護保険事業状況報告 平成 29 年３月月報 
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（３）要介護（要支援）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

りましたが、平成 28 年度は 16.7%と大きく低下しており、国・兵庫県よりも低い水

準で推移しています。 

■要介護（要支援）認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告 各年度３月月報 

（４）要介護（要支援）認定者数の将来予測 

福崎町の要介護認定者数の将来推計をみると、増加傾向となることが予測され、平

成 32 年度には 918 人、平成 37 年度には 1,057 人に達すると見込まれています。 

■要介護（要支援）認定者数の将来予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計 
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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年々増加し、平成 28 年度は約 13 億となっており、平

成 24 年度と比べると約 23％増加しています。 

サービス体系別にみると、居宅サービスと地域密着型サービスは増加傾向で推移し、

施設サービスは平成 26 年度まで減少した後、増加に転じています。 

■介護保険給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護保険事業状況報告 年報 

（２）介護保険給付費の比較 

介護保険給付費の構成比を国・兵庫県と比較すると、福崎町では地域密着型サービ

スの割合が高くなっています。 

■介護保険給付費の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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は次のとおりです。 

■主な福祉事業の実施状況 

 平成27年度 平成28年度 
平成29年度

（見込み） 

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） 1,672 1,620 1,560

緊急通報システム※１ 
延登録者数（人） 984 919 950

延利用件数（件） 324 222 2,500

いきいきデイサービス 

（一般高齢者）※２ 
延利用者総数（人） 493 336 

外出支援サービス 延利用者総数（人） 905 736 716

日常生活用具の給付事業 自動消火器（件） 1 0 1

福祉電話貸与 既設置台数（台） 3 3 4

長寿祝金等 

88歳（人） 93 98 84

77歳（人） 180 137 187

金婚夫婦（組） 25 30 30

人生いきいき 

住宅助成 

特別型 利用件数（件） 8 4 6

一般型 利用件数（件） 1 4 1

増改築型 利用件数（件） 3 4 4

ミニデイサービス 
延利用者数（人） 11,399 11,085 11,000

会場数（箇所） 35 35 35

介護用品助成事業※３ 利用者数（人） 80 80

資料：健康福祉課 調べ 
※１ 平成 29 年度から、民間委託で実施 

※２ 平成 29 年度は、地域支援事業で実施 

※３ 平成 27 年度は、任意事業として実施 
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（２）地域支援事業の実施状況 

① 介護予防・日常生活支援総合事業 

ア．介護予防・生活支援サービス事業 

福崎町では、平成29年４月に要支援認定者の通所型介護予防事業、訪問型介護予防

事業や基本チェックリスト該当者（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した。 

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。 

■介護予防・生活支援サービス事業の実施状況 

事業名 実施場所 単位 平成27年度 平成28年度 
平成29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） 40 45 48

実人数（人） 34 14 10

延人数（人） 546 274 203

いきいきデイ 

サービス 

（すこやかクラブ） 

老人デイサービ

スセンター 

すみよしの郷 

回 数（回） 51 50 52

実人数（人） 16 13 19

延人数（人） 578 526 831

頭・はつらつ会 

（はつらつクラブ） 
文珠荘 

回 数（回） 43 45 45

実人数（人） 17 13 13

延人数（人） 422 428 430

粋々倶楽部 

特別養護 

老人ホーム 

サルビア荘 

回 数（回） 49 51 46

実人数（人） 13 12 15

延人数（人） 449 397 565

おひさまクラブ※１ デイサービス優

回 数（回）  40

実人数（人）  3

延人数（人）  55

リハビリ教室 

パートナーふくさき※１ 

リハビリ 

テーション 

ふくさき 

回 数（回）  50

実人数（人）  9

延人数（人）  120

二次予防高齢者訪問※２ 
二次予防事業 

対象者宅 

実人数（人） 30 17 

延人数（人） 85 36 

資料：健康福祉課 調べ 
※１ 平成 29 年 4 月から実施 

※２ 総合事業開始のため、平成 28 年度で終了 
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イ．一般介護予防事業 

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。 

■一般介護予防事業の実施状況 

事業名 実施場所 単位 平成27年度 平成28年度 
平成29年度

（見込み） 

男性の料理 

いろは教室 
保健センター 

回 数（回） 16 12 12

実人数（人） 22 24 20

延人数（人） 198 153 180

地域ふくろうの会 各地区公民館 
実人数（人） 810 776 750

延人数（人） 23,541 23,536 22,594

はつらつ大学 

脳楽部 
文化センター 

回 数（回） 38 40 40

実人数（人） 27 30 30

延人数（人） 1,027 1,094 1,100

老人会健康教室 

（出前講座） 
各地区公民館 

回 数（回） 0 5 5

実人数（人） 0 145 150

延人数（人） 0 145 150

巡回ミニデイ講座 各地区公民館 

回 数（回） 35 0 0

実人数（人） 974 0 0

延人数（人） 974 0 0

認知症サポーター 

養成講座 
各地域等 

回 数（回） 5 6 6

実人数（人） 219 224 230

延人数（人） 219 224 230

介護予防サポーター 

養成講座 

包括支援 

センター 

回 数（回） 0 0 0

実人数（人） 0 0 0

延人数（人） 0 0 0

サポーター登録数（人） 15 14 14

地域介護予防 

活動支援補助金 

介護予防事業（件） 33 33 33

ふれあい事業（件） 19 20 20

資料：健康福祉課 調べ 

■介護予防事業対象者把握数 

把握経路 平成27年度 平成28年度 
平成29年度

（見込み） 

日常生活圏域ニーズ調査 相談人数（人） 0 0 

その他 相談人数（人） 234 26 

合 計 相談人数（人） 234 26 

介護予防プラン作成件数 相談人数（人） 0 0 70
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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、地域ケア会議、介護支援専門員連絡会等、

各種会議を実施しています。 

■各種会議の内容 

会議名 内容 構成員 

地域ケア会議 処遇困難事例等の検討 
民生委員児童委員、サービス機関、県健康

福祉事務所、社会福祉協議会等の実務者 

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 

 

イ．総合相談支援 

総合相談支援は地域包括支援センターで受付け、その対応を行っています。 

相談方法は電話が多いですが、来所に加え、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。 

■総合相談支援の実施状況 

 平成27年度 平成28年度 
平成29年度

（見込み） 

相談件数 
実人数（人） 905 855 900

延人数（人） 1,506 1,320 1,400

相談方法（延人数） 

来 所（人） 413 398 400

電 話（人） 635 523 600

訪 問（人） 458 399 400

その他（人） 0 0 0

相談内容（延人数） 

介護方法（人） 255 123 100

介護申請（人） 394 368 350

介護保険認定調査（人） 20 0 0

認定結果説明（人） 126 0 0

虐待・権利擁護（人） 14 22 20

生活全般（人） 268 102 280

実態把握（人） 21 0 0

その他福祉サービス（人） 408 705 650

資料：健康福祉課 調べ 
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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、民生委員児童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27年度 平成28年度 
平成29年度

（９月末現在）

擁

護

者

に

よ

る

虐

待 

実件数（件） 3 8 6

相談者・通報者 

本人 0 2 2

虐待者 0 0 0

家族、親族 0 1 1

民生委員児童委員等 

地域住民 
0 0 0

サービス事業者 2 3 2

関係機関 1 6 2

虐待の種類（重複） 

身体的 2 10 2

心理的 1 2 2

介護・世話の放棄 0 0 0

性的 0 0 0

経済的 0 1 2

対応状況（複数） 

事実確認 1 3 2

立ち入り調査 0 0 0

施設等への入所 2 0 0

成年後見制度利用 0 0 0

在宅サービス利用開始 2 2 1

その他/情報共有 2 11 6

施設等従事者からの虐待（件） 0 0 0

資料：健康福祉課 調べ 

 

  



福崎町 

20 

③ 任意事業 

任意事業として、やすらぎ訪問、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。 

■任意事業の実施状況 

事業名 内容 単位 平成27年度 平成28年度 
平成29年度

（見込み） 

介護相談員 

派遣事業※１ 

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） 4 2 

訪問回数（回） 24 24 

在

宅

訪問実人員（人） 0 0 

延人数（人） 0 0 

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 

回 数（回） 292 378 150

実人数（人） 7 7 7

訪問時間（時間） 307 447.5 150

家族介護 

慰労金支給 

要介護度４・５に認定さ

れた介護保険サービスを

利用しない高齢者を在宅

で介護している人に慰労

金を支給 

実人数（人） 2 1 1

介護用品 

購入 

助成事業※２ 

要介護４・５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 

実人数（人） 68  

資料：健康福祉課 調べ 
※１ 相談員の高齢化と事業の有効性を検討し、平成 28 年度で終了 

※２ 制度改正を受け、平成 28 年度より一般財源による事業へ移行 
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６ アンケート調査結果 

第７期計画を策定するにあたって、高齢者や要介護（要支援）認定者の方の生活状況や

サービスニーズ、また、認定者を主に介護する介護者の介護実態等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本調査を実施しました。 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

要介護状態になる前の高齢者に対する「要介護度の悪化につながるリスクの発生状

況」及び「要介護度の悪化に影響を与える日常生活の状況」のアンケートを実施し、

地域包括ケアシステム構築のための地域課題の抽出とサービス基盤の方向性を検討す

るための基礎資料を得ることを目的としています。 

■アンケート調査の実施状況 

調査対象者 
平成29年６月１日現在、福崎町に居住する65歳以上のうち、一般高齢

者及び要支援認定を受けている方（全数調査） 

調査期間 平成29年７月28日～８月10日 

配布・回収方法 郵送にて配布・回収 

配布・回答状況 

①一般高齢者 

配布数：4,421件 有効回答数：3,192件（有効回答率72.2％） 

②要支援認定者 

配布数：193件 有効回答数：132件（有効回答率68.4％） 

① 主観的健康感 

現在の主観的健康感をみると、一般高齢者では「まあよい」（65.7％）、「とてもよ

い」（8.3％）を合わせると74.0％が健康と感じています。 

要支援認定者では「まあよい」（42.4％）、「とてもよい」（1.5％）を合わせると43.9％

が健康と感じています。 

■現在の主観的健康感 
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② 家族構成 

家族構成をみると、一般高齢者では「夫婦二人暮らし（配偶者65歳以上）」（37.4％）

が最も多く、次いで「息子・娘との二世帯」（22.1％）、「一人暮らし」（12.5％）、「夫

婦二人暮らし（配偶者64歳以下）」（4.6％）の順となっています。 

要支援認定者では「一人暮らし」（25.8％）が最も多く、次いで「夫婦二人暮らし

（配偶者65歳以上）」（24.2％）、「息子・娘との二世帯」（22.7％）、「夫婦二人暮ら

し（配偶者64歳以下）」（1.5％）の順となっています。 

■家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 介護・介助の必要性 

普段の生活で介護・介助が必要かをみると、一般高齢者では「介護・介助は必要な

い」（86.7％）が最も多くなっています。 

要支援認定者では、「現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族な

どの介護を受けている場合も含む）」（50.8％）が最も多くなっています。 

■普段の生活で介護・介助が必要か 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.5

25.8

37.4

24.2

4.6

1.5

22.1

22.7

20.8 

22.7 

2.5 

3.0 

0% 25% 50% 75% 100%

一般高齢者

n=3,192

要支援認定者

n=  132

一人暮らし 夫婦二人暮らし

（配偶者65歳以上）

夫婦二人暮らし

（配偶者64歳以下）

息子・娘との

二世帯

その他 無回答

86.7

22.0

7.8

22.0

3.2

50.8

2.3

5.3

0% 25% 50% 75% 100%

一般高齢者

n=3,192

要支援認定者

n=  132

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）

無回答
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10.3

11.4

5.1

5.1

9.1

8.0

2.0

8.8

0.6

10.3

11.4

4.0

21.1

7.4

2.0

27.6

15.6 

10.4 

2.1 

5.2 

19.8 

3.1 

1.0 

8.3 

1.0 

4.2 

22.9 

12.5 

20.8 

11.5 

0.0 

11.5 

0% 25% 50% 75% 100%

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

関節の病気（リウマチ等）

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

糖尿病

腎疾患（透析）

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

一般高齢者

n=351

要支援認定者

n= 96

④ 介護・介助が必要になった主な原因 

介護・介助が必要になった主な原因をみると、一般高齢者では「高齢による衰弱」

（21.1％）が最も多く、次いで「心臓病」「骨折・転倒」（各11.4％）、「脳卒中（脳

出血・脳梗塞等）」「視覚・聴覚障害」（各10.3％）等となっています。 

要支援認定者では「骨折・転倒」（22.9％）が最も多く、次いで「高齢による衰弱」

（20.8％）、「関節の病気（リウマチ等）」（19.8％）等となっています。 

■介護・介助が必要になった主な原因 
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42.2

46.4

17.2

23.2

1.9

15.4
0%

20%

40%

60%

80%
うつ傾向

認知機能

の低下

閉じこ

もり傾向

口腔機能

の低下

低栄養

状態

運動器の

機能低下

一般高齢者 n=3,192

56.1

54.5

56.1

46.2

5.3

69.7

0%

20%

40%

60%

80%
うつ傾向

認知機能

の低下

閉じこ

もり傾向

口腔機能

の低下

低栄養

状態

運動器の

機能低下

要支援認定者 n=132

⑤ 要介護状態になるリスクの発生状況 

高齢者の要介護度の悪化につながるリスクを６つに分け、リスク該当者の出現率を

みると、一般高齢者では「認知機能の低下」（46.4％）、「うつ傾向」（42.2％）、「口

腔機能の低下」（23.2％）、「閉じこもり傾向」（17.2％）、「運動器の機能低下」（15.4％）、

「低栄養状態」（1.9％）の順となっています。 

要支援認定者では、「運動器の機能低下」（69.7％）、「閉じこもり傾向」「うつ傾向」

（各56.1％）、「認知機能の低下」（54.5％）、「口腔機能の低下」（46.2％）、「低栄養

状態」（5.3％）の順となっています。 

■要介護状態になるリスクの発生状況 
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12.0 

28.1 

25.6 

11.2 

20.0 

10.7 

19.2 

35.1 

2.3

9.1

13.6

5.3

9.1

3.0

3.0

17.4

0% 25% 50% 75% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

支援活動の企画・

運営面で参加意向あり

一般高齢者

n=3,192

要支援認定者

n=  132

⑥ 社会活動への参加状況 

社会活動への参加状況をみると、一般高齢者では「スポーツ関係のグループやクラ

ブ」、「趣味関係のグループ」、「老人クラブ」の順に28.1～20.0％の方々が参加して

います。一方、社会活動への企画・運営側での支援意向は35.1％となっています。 

要支援認定者では、「趣味関係のグループ」、「スポーツ関係のグループやクラブ」、

「老人クラブ」の順に13.6～9.1％の方々が参加しています。一方、地域活動への企

画・運営側での支援意向は17.4％となっています。 

また、一般高齢者・要支援認定者ともに社会活動に参加している方は生きがいを感

じている割合が高い傾向にあります。 

■高齢者の活動状況と企画運営支援意向 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生きがいの有無（一般高齢者）  ■生きがいの有無（要支援認定者） 

  

  

 

 

  

36.4

47.8

47.0

43.5

16.7 

8.7 

0% 25% 50% 75% 100%

要支援認定者

（全体）

n=132

グループ・

サークル・

クラブ参加者

n= 46

生きがいあり 思いつかない 無回答

54.6

62.1

35.8

30.8

9.6 

7.1 

0% 25% 50% 75% 100%

一般高齢者

（全体）

n=3,192

グループ・

サークル・

クラブ参加者

n=2,054

生きがいあり 思いつかない 無回答
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検討していない

74.6%

検討中

14.0%

申請済み

10.8%

無回答

0.6%

全体 n=157

（２）在宅介護実態調査 

要介護（要支援）認定者や介護する家族の方に対して、「高齢者の適切な在宅生活の

継続」と「家族等介護者の就労支援」の実現に向けた介護サービスの在り方を検討す

ることを目的としています。 

■アンケート調査の実施状況 

調査対象者 
在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方のうち、更新

申請・区分変更申請に伴う認定調査を受ける（受けた）方 

調査期間 平成 28 年 12 月１日～平成 29 年７月 31 日 

配布・回収方法 更新及び区分変更の申請に来庁された際に聞き取り調査 

聞き取り実施数 157 件 

① 施設等への検討状況 

施設入所等に関する検討状況をみると、「検討中」の方が14.0％、「申請済み」の方

が10.8％います。 

要介護度別にみると、介護度の上昇に伴い施設等に入所することに「検討中」、「申

請済み」と回答した割合が高くなる傾向にあります。 

■施設等への検討状況（全体）  ■施設等への検討状況（要介護度別） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

97.2

75.8

58.5

2.8

18.2

17.0

6.1

24.5

0% 25% 50% 75% 100%

要支援１・２

n=36

要介護１・２

n=66

要介護３以上

n=53

検討していない 検討中 申請済み
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ない

20.7%
週１日以下

3.8%

週１～２日

12.9%

週３～４日

5.1%

ほぼ毎日

56.9%

無回答

0.6%

全体 n=156

20代

0.8%
30代

0.8%

40代

4.8%

50代

21.8%

60代

39.5%

70代

16.1%

80歳以上

15.3%

無回答

0.8%

全体 n=124

フルタイム

勤務

13.7%

パートタイム

勤務

17.7%

働いていない

58.1%

わからない

2.4%
無回答

8.1%

全体 n=124

問題なく、

続けていける

28.6%

問題はあるが、

何とか続けて

いける

40.8%

続けて

いくのは、

難しい

8.2%

無回答

22.4%

全体 n=49

② 主な介護者の介護の頻度 

家族等による介護の頻度をみると、「ほぼ毎日」介護をしている方が56.9％います。 

主な介護者の年齢は、「60代」（39.5％）が最も多く、主な介護者の70.9％が60

歳以上となっています。 

 ■家族等による介護の頻度  ■主な介護者の年齢 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 主な介護者の就労状況 

主な介護者の勤務形態をみると、「パートタイム勤務」（17.7％）、「フルタイム勤務」

（13.7％）合わせて31.4％が就労しています。 

就労継続の可否に係る意識では、「問題はあるが、何とか続けていける」（40.8％）

が最も多くなっています。 

 ■主な介護者の勤務形態  ■就労継続の可否に係る意識 
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〔
生
活
援
助
〕 

〔
身
体
介
護
〕 

〔
そ
の
他
〕 

④ 主な介護者が不安に感じる介護 

主な介護者が不安に感じる介護をみると、「認知症状への対応」（40.3％）が最も多

く、次いで「日中の排せつ」「入浴・洗身」（各27.4％）、「外出の付き添い、送迎等」

（26.6％）の順となっています。 

要介護度別にみると、介護度の上昇に伴い「認知症状への対応」「排せつ」に対する

不安が高くなる傾向にあります。一方、要支援認定者では「外出の付き添い、送迎等」

「屋内の移乗・移動」が高くなっています。 

■主な介護者が不安に感じる介護（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.4

21.8

8.1

27.4

8.1

12.1

19.4

26.6

12.1

40.3

3.2

16.1

19.4

13.7

3.2

9.7

6.5

0% 25% 50% 75% 100%

日中の排せつ

夜間の排せつ

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内での移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応

（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事

（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に

必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、

特にない

無回答

全体

n=124
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〔
生
活
援
助
〕 

〔
身
体
介
護
〕 

〔
そ
の
他
〕 

 

■主な介護者が不安に感じる介護（要介護度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.8

23.5

5.9

23.5

0.0

0.0

29.4

64.7

11.8

11.8

5.9

11.8

11.8

5.9

0.0

23.5

23.6 

9.1 

7.3 

29.1 

5.5 

14.5 

20.0 

29.1 

18.2 

47.3 

1.8 

20.0 

23.6 

18.2 

0.0 

7.3 

43.2 

40.9 

11.4 

31.8 

15.9 

15.9 

18.2 

13.6 

6.8 

50.0 

4.5 

15.9 

20.5 

13.6 

9.1 

9.1 

0% 25% 50% 75% 100%

日中の排せつ

夜間の排せつ

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内での移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応

（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事

（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に

必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、

特にない

要支援１・２

n=17

要介護１・２

n=55

要介護３以上

n=44
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７ 現状から見えた課題 

第６期計画に基づき高齢者等に係る様々な施策を推進してきましたが、そこから見えて

きた課題を整理しました。 

課題１：介護予防の推進 

調査結果をみると、介護・介助が必要と回答した方は一般高齢者で１割程度あり、

その要因の上位が「高齢による衰弱」、「心臓病」、「転倒・骨折」となっています。 

高齢者等が健康で健やかな生活を続けられるよう、健康づくりをはじめ、介護状態

の予防、生活習慣の改善に向けた取り組みを推進することが必要です。 

課題２：高齢者の暮らしを支える支援の充実 

高齢者世帯の増加に伴い、高齢者一人暮らし世帯や夫婦のみ世帯が増加しています。 

一人で暮らしている高齢者や支援が必要な高齢者等が、地域で安心して暮らしてい

くためにも、地域における連携を強化することで、生活支援体制の充実に努めること

が必要です。 

課題３：高齢者の社会参加への支援 

調査結果をみると、地域の活動に参加している方は生きがいを感じている割合が高

い傾向にあります。 

元気な高齢者だけでなく、要支援認定者であっても地域社会の中で、自らの経験や

知識を活かしたいという方の社会参加や活動を推進するよう、環境整備に努めること

が必要です。 

課題４：認知症高齢者対策の推進 

高齢者の増加に伴い、認知症の高齢者も増加しています。調査結果からも、一般高

齢者・要支援認定者ともに半数程度が認知機能低下リスクを抱えています。 

認知症状を抱える高齢者が住み慣れた地域で生活し、安心して日常生活を営むこと

ができるよう、地域全体で認知症高齢者の生活を支えていくことが必要です。 

課題５：家族介護者への支援 

調査結果をみると、就労している主な介護者の半数が「問題はあるが、何とか続け

ていける」「続けていくのは、難しい」と回答しており、仕事と介護の両立に問題を抱

えています。 

在宅で介護している家族介護者の負担軽減に向けた取り組みとして、介護保険サー

ビスや生活支援サービスを充実していくことが必要です。 
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支え合い いつまでも安心して暮らせるまち ふくさき 

第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

福崎町総合計画においては、福崎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、

ともに支えあい、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

とをめざし、新たな高齢者介護の基本理念を定めます。 

 

 

 

 

 

 

２ 基本方針 

介護保険法の基本的理念を踏まえ、介護保険給付等対象サービスを提供する体制の確保

と地域支援事業の実施にあたっては、以下の基本方針に沿って取り組みます。 

 

Ⅰ 高齢者が健康でいきいきとした生活を送るための介護予防・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を送るための介護サー

ビス等の充実・強化 

Ⅲ 地域のあらゆる住民が役割を持ち支え合う地域コミュニティの確立（育成） 
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３ 基本目標 

基本目標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。 

基本目標２ 安心して暮らせるまちづくり 

高齢化が進むにつれ、高齢者福祉等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。 

基本目標３ 介護保険事業の持続可能な運営 

要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減・悪化防止といった制度の理念を

堅持し、質が高く必要なサービスを提供するとともに、財源と人材とをより重点的・効率

的に活用することで、持続可能な介護保険制度の構築につなげます。 

基本目標４ ふれあい・支えあいのまちづくり 

高齢者等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。 

基本目標５ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

高齢者の自立支援と重度化防止、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進します。 
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４ 日常生活圏域の設定 

（１）日常生活圏域の定義  

市町村介護保険事業計画において、当該市町村が、その住民が日常生活を営んでい

る地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サ

ービスを提供するための施設の整備状況や、その他の条件を総合的に勘案して日常生

活圏域を定めるものと定義されています。 

日常生活圏域はそれぞれの市町村において、小学校区、中学校区、旧行政区、住民

の生活形態、地域づくりの単位等、面積や人口だけでなく、地域の特性などを踏まえ

て設定します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）日常生活圏域の設定について 

人口、地理的条件、交通事情、施設の整備状況等から、町内全域を１圏域として設

定します。 

 

 

 

 

 

  

◇理想的な圏域の定義とは （厚労省 地域包括ケア研究会報告書より） 

「地域包括ケアシステム」はニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、

生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみならず、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（日常生活圏域）で適切に提供できる

ような地域での体制と定義する。その際、地域包括ケア圏域については、「概ね 30 分以内

に駆け付けられる圏域」を理想的な圏域と定義し、具体的には中学校区を基本とする。 
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５ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

支え合い いつまでも安心して暮らせるまち ふくさき

基本目標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 （１）健康づくりの支援
（２）自主的な健康づくりの推進 

２ 生きがいづくりと社会参加 

３ 雇用・就労への支援 

（１）一般介護予防事業 ４ 介護予防の提供体制 

（１）学習活動やスポーツ・レクリエーション
活動等の充実 

（２）地域における社会参加・交流の促進 

基本目標２ 安心して暮らせるまちづくり 

１ 在宅生活の支援 

２ 相談体制の充実 （１）相談窓口の連携
（２）地域包括支援センターの機能強化 

３ 在宅医療・介護連携の推進 

（１）生活支援サービス
（２）介護予防・生活支援サービス事業 
（３）介護者支援体制の充実 
（４）利用者負担の軽減

基本目標３ 介護保険事業の持続可能な運営 

１ 要支援者の状態維持・改善（予防給付）

２ 介護サービスの円滑な提供（介護給付）

３ 地域密着型サービスの円滑な運営 

（１）保険者機能の強化
（２）介護給付の適正化

４ 介護保険事業の適切な運営 

（１）居宅サービス
（２）施設サービス

（１）介護サービス情報等の提供 ５ 介護サービス選択の支援 
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基本目標４ ふれあい・支えあいのまちづくり 

１ 地域福祉の推進 

２ 見守り体制の強化推進 

３ 緊急時（災害時）の支援対策 

４ だれもが暮らしやすい環境づくり 

５ 地域総合援護システムの活性化 

基本目標５ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

１ 認知症施策の推進 

２ 生活支援・介護予防サービスの体制整備

３ 地域ケア会議の推進 

４ 地域共生社会の実現に向けた取り組み

（１）認知症初期集中支援チームの運営・ 
活用の推進 

（２）認知症地域支援推進員の活動の推進 
（３）権利擁護の取り組みの推進 
（４）地域の見守りネットワークの構築 
（５）認知症サポーターの養成と活用 
（６）その他認知症施策

（１）養護老人ホームへの入所措置 
（２）介護保険外の施設・住宅 

５ 高齢者の居住安定に係る施策との連携

（１）地域ケア会議の充実
（２）地域ケア推進会議の開催 
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６ 第７期計画における目標指標 

基本目標１ 健康で活力に満ちた生きがいのあるまちづくり 

指標名 指標の内容 現状（H28） 目標（H32）

積極的な介護予防 

の取り組み 

地域の活動に参加 

している方の数 

地域ふくろうの会 

参加者実人数 
776人 850人

 男性参加者数 118人 140人

基本目標２ 安心して暮らせるまちづくり 

指標名 指標の内容 現状（H28） 目標（H32）

相談支援体制の 

推進と充実 

認知症カフェを利用する方の実人数 43人 60人

 家族同伴数 8組 12組

地域包括支援センターへの相談延人数 1,320人 1,350人

基本目標３ 介護保険事業の持続可能な運営 

指標名 指標の内容 現状（H28） 目標（H32）

効果的・効率的な 

介護給付サービス 

の提供 

ケアプラン点検事業所数 0事業所 2事業所

住宅改修前または住宅改修後の訪問調査による 

状況確認件数 
4件 8件

縦覧点検・医療情報との突合件数 297件 320件

介護・地域密着型サービス事業所の指導監督 

（集団指導・実地指導等）件数 
17件 20件

基本目標４ ふれあい・支えあいのまちづくり 

指標名 指標の内容 現状（H28） 目標（H32）

支援体制の充実 

ミニデイサービス参加延人数 11,085人 11,150人

個別支援計画の作成者数 457人 600人

基本目標５ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

指標名 指標の内容 現状（H28） 目標（H32）

自立に向けた 

支援体制の充実 

多職種によるケアマネジメント支援件数 0件 36件

地域支え合い会議個別検討件数 0件 10件

認知症の方を 

支える体制の充実 

認知症高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク 

登録者数 
0人 30人

認知症サポーター養成講座受講者数 487人 500人
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第４章 施策の展開 

 

基本目標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、生活習慣病予防等の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）健康づくりの支援 

① 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ます。 

また、随時厚生労働省ホームページからダウンロードできること
を周知します。 

② 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 

40歳から74歳の方に対しては、メタボリックシンドロームに着
目した特定健診を、75歳以上の後期高齢者や20歳から39歳の若
年者に対しては基本健康診査を引き続き実施します。 

健（検）診内容の充実や受診環境整備を図る等、安全な受診体制
の確保や、受診率の向上に努めます。 
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③ 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。 

④ 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。 

⑤ 訪問指導 

実施内容 
各種健康診査における要指導者等、保健指導が必要と認められる
方に対し、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。 

⑥ 高齢者予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌） 

実施内容 
高齢者のインフルエンザや肺炎の発病や重度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・肺炎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 

① 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。 

② 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 32 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。 

③ 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等、重要な役割
を担っています。 

今後の方向性 
医師会との連携を深め、各種保健事業や広報紙等を通して、継続
的な普及・啓発に努めます。 

④ 高齢者食生活改善事業 

実施内容 

生活習慣病の予防、介護予防を目的に、食生活の見直しをおこな
うため、いずみ会他各団体の協力のもと、各年代に応じた食生活
に関する講習会の開催やイベント実施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、老人大学参加者
への栄養指導を行っています。 

今後の方向性 
今後は、健康づくりや介護予防につながる食習慣の普及のため、
健診結果に基づく栄養指導や高齢者向け栄養教室を実施し、高齢
者の栄養状態の改善と食育の推進に努めます。 

⑤ 心の健康づくり 

実施内容 

県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
うつ病等、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等を行
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 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、ボランティア等の社会貢献の機会や場の拡充に努めます。 

（１）学習活動やスポーツ・レクリエーション活動等の充実 

① 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、広報や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。 

② スポーツ・レクリエーション活動の推進 

実施内容 
体育館と連携した高齢者の体つくり教室や、各種スポーツ団体が
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体つくりやスポーツに取り組めるよ
う、スポーツリーダーの人材確保、育成やニュースポーツ等の普
及推進活動の振興に努めます。 

居住区にある「スポーツクラブ２１」の活動に、高齢者の積極的
な参加を促進するとともに活動の充実を図り、支援に努めます。

③ 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 

① 老人クラブ活動支援 

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
くり等を通じて、老人クラブ活動の活性化を支援します。 

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
ます。 

② 多様な活動・交流の推進 

実施内容 

生涯楽集データバンク「まちの先生」へ登録する等、高齢者が自
らの能力や経験を発揮できる機会や場を創出し、小中学校、認定
こども園、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等、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
会や交流会等を開催します。 

③ 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等、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、社会福祉協議会等と連携し、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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３ 雇用・就労への支援 

国が平成26年に調査した「高齢者の日常生活に関する意識調査」結果において、就労

を希望する高齢者は７割を超えています。就労意欲のある高齢者が、生涯を通じ活躍でき

るよう、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支援を推進します。 

① 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、技能講習等を行っています。 

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。 

 

４ 介護予防の提供体制 

制度改正により平成 29 年度から総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）がはじ

まりました。総合事業は、要支援者等に対して必要な支援を行う介護予防・日常生活支援

サービス事業と一般介護予防事業に区分されます。介護予防・生活支援サービス事業は介

護予防ケアマネジメントに基づき、訪問型サービスや通所型サービス、その他生活支援サー

ビスを提供します。一般介護予防事業は第１号被保険者全員を対象として介護予防を行いま

す。 

新しい総合事業では、被保険者が要介護状態、要支援状態になることを予防し、可能な

限り地域で自立した生活が送れるよう、多様化したサービスや事業を展開し、支援します。 

・要支援者の多様なニーズに対し、要支援者の能力を最大限に活かしつつ、多様なサー

ビスを提供することで、自立の促進・重度化予防推進を図ります。 

・生活支援の充実、高齢者の社会参加・支え合い体制づくり、介護予防の推進、関係者

間の意識の共有と自立支援に向けたサービスの提供を推進し、認定に至らない高齢者

の増加を図ります。 
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（１）一般介護予防事業 

① 介護予防把握事業 

実施内容 
閉じこもり等、何らかの支援を要する方を民生委員児童委員から
の情報や在宅介護支援センターの活動等を通じて把握し、住民主
体の予防活動につなげるよう努めています。 

今後の方向性 
地域支え合い会議や民生委員児童委員活動等を通じた地域からの
情報収集や、他の保健医療介護の関係機関との連携による情報収
集を行います。 

② 介護予防普及啓発事業 

実施内容 
ミニデイサービスの場を借りた巡回教室や出前講座等を通じ、介
護予防に関する知識の普及を行うことで、住民の自助・互助によ
る介護予防活動を推進しています。 

今後の方向性 パンフレットの作成配布、介護予防教室講演会等を開催します。

③ 地域介護予防活動支援事業 

実施内容 

年齢や心身の状態にかかわらず高齢者誰もが一緒に参加できる介
護予防としての通いの場づくりを支援するため、運営補助金を支
給しています。また、担当者会の開催や、年に 1～2 回、専門職
等による事業を行っています。 

今後の方向性 
地域組織の活性化を図り、自主運営として継続できる活動となる
よう支援します。 

④ 介護予防事業評価事業 

実施内容 
介護保険運営協議会を兼ねる地域包括支援センター運営協議会に
おいて事業実績を報告していますが、達成状況等の検証まではで
きていません。 

今後の方向性 

地域の実情に応じた効果的効率的な介護予防を推進するため、評
価指標を活用した目標値等の検証を行うよう取り組みます。 

また、この事業評価を行う体制についての検討を行います。 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

実施内容 

地域における介護予防の取り組み強化に効果的と思えるものとし
て地域ふくろうの会へ運動指導士・歯科衛生士を派遣しています。
また、事業所や介護支援専門員を対象として技術的助言の実施を
行っています。 

今後の方向性 
地域ケア会議で、自立支援・重度化防止に向けての適切な支援計
画を立案するために、担当ケアマネジャーへ理学療法士等の専門
職がアドバイスを行います。 
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基本目標２ 安心して暮らせるまちづくり 

 

１ 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を推進します。 

（１）生活支援サービス 

① 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歳以上の一人暮らし要援護高齢者・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、民生委員児童委員
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い
ます。 

② ふくちゃん弁当 

実施内容 
70歳以上の一人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、地域の方とのふれあいを
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
き続き実施します。 

③ 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
進します。また、今後増加する一人暮らし高齢者や高齢世帯への
対応等制度内容を検討します。 
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④ 寝たきり老人等布団クリーニング助成 

実施内容 
要介護認定３以上の在宅の方、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 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。 

⑤ 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一人
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。 

⑥ 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在り方を適
宜見直していくものとします。 

⑦ 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、民生委員児童委
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
齢者に対して適正利用を図ります。 

⑧ 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 
病気やけが等で短期的に在宅療養する方が、介護用品を必要とす
る場合の一時的な貸し出し事業として継続し実施します。 

⑨ 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一人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、民生委員児童委員等と連携し、対象者の把握に
努めます。 
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⑩ 緊急通報システム 

実施内容 

一人暮らし高齢者や高齢者世帯等を対象に、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ています。また、健康相談等
24 時間体制で受付し、緊急時に速やかに救急の手配や近隣の方
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・強化を図る等、引き続き緊急通
報体制を継続し、迅速な対応に努めます。 

⑪ みまもり電話サービス 

実施内容 

70 歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者世帯を対象に、ボランテ
ィアが毎週電話で安否確認を行っています。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ます。 

 

（２）介護予防・生活支援サービス事業 

① 訪問型サービス 

実施内容 

現行相当のサービスを残すとともに、訪問型サービスＡとして社
会福祉協議会に「ほのぼの自立支援訪問」を委託しています。訪
問型サービスＣ（短期集中）はサービスの必要量の把握が難しく、
直営のサービスとして位置付けています。 

今後の方向性 
訪問型サービスＡは従事者養成講座を開催する等、人材を育成し
家事援助を必要とする方へのサービスとして充実させます。 

② 通所型サービス 

実施内容 

現行相当のサービスを残すとともに、通所型サービスＡとして「健
やかクラブ」「はつらつクラブ」「粋粋倶楽部」「おひさまクラ
ブ」、通所型サービスＣとして「リハビリパートナーふくさき」
を委託しています。 

直営の通所型サービスＣとして「転倒予防教室」「はつらつ大学
脳楽部」を開催しています。 

今後の方向性 
プログラム化した内容を取り入れることで利用者に予防について
の意識を持っていただくとともに、支援レベルに合わせ、地域住
民主体の事業との調整を行います。 

③ その他の生活支援サービス 

実施内容 

要支援者等の地域における自立した日常生活の支援のための事業
で、訪問型サービス、通所型サービスと一体的に行われる場合に
効果のあるものとされますが、現在、まだサービスとしての着手
はしていません。 

今後の方向性 
一人暮らし高齢者や高齢者世帯等が増えることから、栄養改善を目
的とした配食サービスや外出支援サービス等の検討を行います。 
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④ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

実施内容 

要支援者及び事業対象者の介護予防・日常生活支援のため、サー
ビスが包括的・効率的に提供されるよう原則的なもの（ケアマネ
ジメントＡ）・簡略化したもの（ケアマネジメントＢ）・初回の
みのもの（ケアマネジメントＣ）の 3 タイプを取り入れています。

今後の方向性 

利用者自身が自立に向け、介護予防の取り組みを自分の生活の中
に取り入れることができるよう、適切なマネジメントタイプによ
る支援体制をとることをめざします。 

そのためには、利用者自身が理解し、自分の行動を変えていくこ
とが必要です。ケアマネジメントのプロセスにおいて利用者とそ
の家族、支援者が目標・目的を共有できるよう努めます。 

 

（３）介護者支援体制の充実 

① 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・情報交換会等の交流事業の
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」の導入を推進します。 

② 在宅老人介護手当の支給 

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方に介
護手当を支給し、家族の経済的負担の軽減を図っています。 

今後の方向性 
認知症高齢者等は要介護度が低くても目が離せない場合が多く、
介護者は就労が困難であり経済的に大きな負担がかかっているこ
とを踏まえ、今後、支給対象者・支給方法等について検討します。

③ 介護用品購入費の助成 

実施内容 
在宅老人介護手当の受給対象者等を対象に、家族の経済的負担の
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。 

 

  



福崎町 

 

52 

④ 家族介護慰労金の支給 

実施内容 

住民税非課税世帯で、要介護４、５に認定された高齢者を在宅で
介護しており、過去１年間に居宅療養管理指導、福祉用具貸与・
購入、住宅改修、短期入所生活介護・短期入所療養介護（年間７
日以内）以外の介護サービスを利用していない場合に、介護者に
10 万円を支給します。 

今後の方向性 
医療保険による訪問看護や訪問リハビリテーション等、介護保険
と関連するサービスがあることから、今後、支給内容等について
検討します。 

 

（４）利用者負担の軽減 

① 訪問介護・通所サービス等利用者負担金助成 

実施内容 
住民税非課税世帯の方を対象に訪問介護・通所サービス等の利用
者負担金の２分の１を助成します。 

今後の方向性 今後も持続可能な制度をめざして、制度の内容等を研究します。
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２ 相談体制の充実 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことがで

きるよう、地域包括支援センターが中心となり、社会福祉協議会と連携した相談体制をと

っています。 

今後ますます複雑多岐にわたる相談が増加すると見込まれることから、身近で、気軽に

相談できる環境づくり、個人情報の取り扱いに配慮した信頼関係づくり等ができ、適切な

助言・適切な支援が行えるよう、職員の資質の向上に努めます。 

（１）相談窓口の連携 

① 地域包括支援センターにおける総合相談・相談窓口の充実 

実施内容 

地域の総合的な相談窓口として、平日だけでなく、夜間休日の相
談は役場で受付け、担当者が対応する体制をとっています。支援
を必要とする高齢者の実態把握をし、総合的な相談支援を行うこ
とで、保健・医療・福祉サービスをはじめとする適切な支援へと
つないでいます。見守り、再発防止を行うために民生委員児童委
員、介護サービス事業者等、高齢者の日常生活を支援する関係者
のネットワークの構築を図っています。 

今後の方向性 

今後さらに増えると思われる複合的課題を有する事例に対応する
ため、各関係機関との連携強化や地域支え合い会議の開催に取り
組みます。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等の人材確
保と資質向上を図り、多職種がチームで関われる支援体制を充実
させます。 

② 在宅介護支援センターにおける実態把握 

実施内容 

社会福祉協議会に委託し、在宅介護支援センターすみよしの郷を
設置しています。 

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を担います。 

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。 

 

（２）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構築に向け、消費税財源を活用した新たな包括的支援事業と

して、「在宅医療・介護連携の推進」「認知症施策の推進」「地域ケア会議の推進」「生

活支援サービスの体制整備」に係る事業が位置付けられ、併せて、地域包括ケアシス

テム構築に向けた中核的な機関となる地域包括支援センターの機能強化が図られるこ

ととなりました。 
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① 体制強化に向けた自己評価と町評価の実施 

実施内容 

地域包括支援センターの効果的な運営を、安定的・継続的に行う
ために、地域包括支援センターがその取り組みを自己評価し、設
置者である福崎町が運営に対する点検や評価を定期的に行いま
す。 

今後の方向性 

現在、地域包括支援センター運営協議会は介護保険運営協議会と
兼ねた体制で行っています。今後は、別組織として協議会を開催
し、地域包括支援センターの適切な運営を図るため、各種業務の
自己評価を基に議論等を行い、介護保険運営協議会で報告をしま
す。 

 

■地域包括支援センターの業務 イメージ図 
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３ 在宅医療・介護連携の推進 

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・介護連携の推進

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、市町村が主

体となり医師会等と連携し推進することとなりました。以下（ア）～（ク）すべての事業

を平成30年４月にすべての市町村が実施し、推進します。 

推進にあたって、連携体制の中心といえる医師会が郡単位であることから、医療連携に

関する整備は神崎郡３町の協働で進めています。 

そのため、在宅医療介護連携支援センターの運営を神崎郡医師会に委託し、各町独自で

推進する事業と３町協働で推進する事業の調整を図りながら推進します。 

 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 

（オ）在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

（カ）医療・介護関係者の研修 

（キ）地域住民への普及啓発 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 
 

■在宅医療・介護連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

後方支援、

広域調整

等の支援 

都道府県・
保健所 

在宅医療介護 
連携支援センター 地域包括支援センター 連携 

市町村 

患者・利用者

介護サービス事業所 

診療所・在宅療
養支援診療所・
歯科診療所等

関係機関の
連携体制の
構築支援 

●地域の医療・介護関係者による
協議の開催 

●医療・介護関係機関の連携促進 
●在宅医療に関する人材育成や

普及啓発 等 

訪問看護事業所、 
薬局等 

一時入院 
（急変時の一時受け入れ）在宅療養支援病院・ 

診療所（有床診療所）等 
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基本目標３ 介護保険事業の持続可能な運営 

 

１ 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。 

① 介護予防ケアプランの作成 

実施内容 

生活機能改善の可能性を評価し、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
サービス担当者会議、ケアプラン点検等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 

自立支援にのっとったケアプランの作成を強化していくため、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等作成
担当者のスキルアップと情報提供に努めます。 

② 通所系サービス 

実施内容 
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介護予防のリハビリテー
ションを行います。 

今後の方向性 
利用者の意志と能力を十分にアセスメントし、利用者の自立に向
けた目標を適切に立案し、利用者家族と共有した上で支援します。

③ 訪問系サービス 

実施内容 

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があり、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、サービスを提供します。 

今後の方向性 
自立支援を行うことで「自分でできる行為」を増やし、意欲的な
生活が送れるよう努めます。 
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④ 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等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。町内には１事業所があります。 

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ます。 

⑤ 福祉用具の貸与・購入費の支給 

実施内容 

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
祉用具を貸与します。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割から３割
を自己負担とし、残りを支給（限度額 10 万円）します。 

福祉用具を用い、リハビリテーション事業との連携を図ることで、
生活行為の向上への支援を行います。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。 

⑥ 介護予防住宅改修 

実施内容 
手すりの取付け、段差の解消等、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割から７割相当額を支給するサービスです。 

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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２ 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 

① 居宅介護支援事業 

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等関係機関と
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事業所があり、多くの方は町内の事業所を
利用されています。 

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、業務支援等
に取り組みます。 

これまで、居宅介護支援事業所の指定権限は県にありましたが、
介護保険法の改正により、平成 30 年４月１日から指定権限が町
に移譲されます。 

これにより、町が事業者の指定を行うことになるため、サービス
利用者により近い立場から適切な事業者の指定と指導・監督に努
めます。 

② 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住宅
を、訪問介護員（ホームヘルパー）が訪問して身体介護や生活援
助等を行い、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 10 事業所があ
ります。 

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。

③ 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事業所があります。 

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。 
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④ 訪問看護 

実施内容 
主治医が必要と認めた要介護者に対し、看護師等が居宅を訪問し、
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４事業所があります。 

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併せて、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。 

⑤ 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に対し、理学療法士、作業療法士
等が住宅を訪問し、理学療法や作業療法等の必要なリハビリ 
テーションを行うサービスです。町内には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、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。 

⑥ 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、需要に応じた供
給体制の確保に引き続き努めるとともに、サービス内容等の周知
を図ります。 

⑦ 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い、入浴・食事・健
康チェック・日常動作訓練等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、家族の介護負担の軽減等を図るサ
ービスです。町内には８事業所があります。 

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。 

⑧ 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事
業所があります。 

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。 
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⑨ 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、
機能訓練等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、機能訓練等を受けるサービスです。
町内には１事業所があります。 

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。 

⑩ 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割から３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ます。 

⑪ 住宅改修費の支給 

実施内容 
手すりの取付け、段差の解消等、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 割から 7 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、必要とする方が適切な利用が
できるよう、他の住宅改修事業等と併せて一体的な実施を図りま
す。 

⑫ 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等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、療養上の世話等を行
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 利用者のニーズ等、必要に応じて特定施設の整備を図ります。 
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（２）施設サービス 

① 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
います。 

今後の方向性 

原則、要介護 3 以上の方の利用ですが、必要度の高い方から順次
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。 

② 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
町の施設に入所されています。 

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。 

③ 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等で、長期療
養が必要な要介護者や、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
施設があります。 

今後の方向性 
平成 35 年度末に廃止される予定であるため、現施設の介護医療
院等への転換を進めます。 

④ 介護医療院 

実施内容 

平成 30 年４月から創設され、増加が見込まれる慢性期の医療・
介護ニーズへの対応のため、「日常的な医療管理が必要な重介護
者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施
設」としての機能を兼ね備えた施設です。 

今後の方向性 
介護療養型医療施設が平成 35 年度末に廃止される予定であるた
め、現施設の転換等を進めます。 
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３ 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。 

① 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ります。 

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。 

② 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。
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
周知を図ります。また、良質なサービスの提供の確保に努めます。

③ 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
周知を図ります。また、良質なサービスの提供の確保に努めます。
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④ 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、現在３施設（５ユニット）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
周知を図ります。また、良質なサービスの提供の確保に努めます。

⑤ 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
周知を図ります。また、良質なサービスの提供の確保に努めます。

⑥ 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。町内には、
現在１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
周知を図ります。また、良質なサービスの提供の確保に努めます。

⑦ 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み合わせにより提供さ
れるサービスです。 

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
ます。 

⑧ 地域密着型通所介護 

実施内容 

利用定員18人以下の小規模の通所介護で、入浴・食事・健康チェ
ック・その他必要な日常生活上の支援や生活機能訓練等のサービ
スを受けるもので、心身機能の維持向上、孤立感の解消、家族の
介護負担の軽減等を図ります。町内には、現在３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
周知を図ります。また、良質なサービスの提供の確保に努めます。
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４ 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。 

（１）保険者機能の強化 

① 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、パンフレット等を配布しています。 

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児童委員等に対する研修機
会についても充実を図ります。 

② 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、民生委員児童委員等も介護
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等、
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
営に結びつけます。 
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（２）介護給付の適正化 

① 介護サービス事業所監査体制等の充実 

実施内容 
介護保険制度の健全で適正な運営の確保を図るため、県等と連携
をとりサービス事業者等に指導監督（集団指導・実地指導）を行
います。 

今後の方向性 
県国民健康保険団体連合会から提供されるデータ等を十分活用す
るとともに、適正な職員の配置等、監査体制の充実を図ります。

② 介護給付の適正化の推進 

実施内容 

「介護給付の適正化」は、介護給付を必要とする受給者を適切に
認定し、受給者が真に必要なサービスを、事業者が適切に提供す
るよう促すことであり、適切なサービスの確保とその結果として
の費用の適正化を通じて、介護保険制度への信頼を高め、持続可
能な介護保険制度の構築に資するものとして位置づけられていま
す。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等、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等を抑制し、長
期的に安定した介護保険財政の運営につなげるため、主要５事業
（要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、
医療情報との突合、介護給付費の通知）等の適切な実施に取り組
み、給付内容の審査に努めます。 

①要介護認定の適正化 

・更新認定等調査内容について調査を担当した調査員から状況の
確認を行ったうえで審査判定を行い、適切かつ公平な要介護認
定の確保に努めます。 

②認定調査員の資質向上 

・認定調査内容の均質化を図るとともに、研修内容の充実により
調査員の資質向上を図ります。 

③ケアプランの点検 

・居宅介護支援事業者等のケアマネジャーの「気づき」を促すと
ともに、ケアプラン点検そのものの質の向上を図るため、効果
的かつ適正な点検を１年間に１事業所実施します。 

④住宅改修等の点検 

・事前申請等において、ケアマネジャーや施工業者から動作確認
のチェックを行うとともに、標準価格等の確認を行います。ま
た、必要に応じて現地調査等を実施します。 

・利用者及びケアマネジャー、施工業者等に、利用者の身体状態
から現に必要な改修のみを行う意識の醸成を図るとともに、利
用者の状態にそぐわない不適切または不要な住宅改修が行われ
ないよう助言指導に取り組みます。 

⑤縦覧点検 

・県国民健康保険団体連合会からのデータをもとに、効果的な点
検項目を研究し、１年間に４回（３ヶ月に１回）の点検に取り
組みます。 
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今後の方向性 

⑥医療情報との突合 

・居宅サービスと施設サービスにおける重複請求や居宅療養管理
指導費と在宅指導との関係について１年間に４回（３ヶ月に１
回）の点検に取り組みます。 

⑦介護給付費の通知 

・利用者に対して給付状況等の通知を１年間に４回（３ヶ月に１
回）行い、自らが利用しているサービスについて改めて確認し
ていただき、適切なサービス利用に向けた普及啓発を行います。

⑧第三者行為求償事務の推進 

・保険給付の事由が交通事故等の第三者行為により生じた場合に
は、引き続き県国民健康保険団体連合会に求償事務を委託する
ほか、直接請求の対応も含め、法令遵守、保険給付費の抑制等
に努めます。 

 

５ 介護サービス選択の支援 

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

進します。 

（１）介護サービス情報等の提供 

① 介護サービス情報公表制度（介護サービス情報公表システム）の周知 

実施内容 

介護サービス情報公表制度（介護サービス情報公表システム）は、
利用者が介護サービス情報を入手し、サービス内容や運営状況、
職員体制、施設設備、利用料、提供時間等を比較・検討して適切
に事業所を選択することに役立てています。県や関係機関と連携
を図りながら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 
ホームページに情報公開制度のバナー添付や要介護認定等の結果
通知書に当該システムのＵＲＬを記載する等、周知を図るととも
に、サービス事業運営の透明性の確保、質の向上に努めます。 

② 生活支援等サービスの情報公表 

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、提供時間等、介護サービス事業者
の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。 
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基本目標４ ふれあい・支えあいのまちづくり 

 

１ 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等、支援を

必要とする方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。 

① 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、サポートクラブ等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、各地域や町単位での住民活動・
イベントなどの支援・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。 

さらに、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、様々なふれあいの機会づくりを進めます。 

② 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。 

③ 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ー
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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２ 見守り体制の強化推進 

一人暮らし高齢者や高齢世帯等で、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。 

① 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
域の民生委員児童委員、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。 

また、民間の訪問系事業者が、日常業務中に高齢者等の異変を感
じた時に町が情報の提供を受ける、高齢者見守りネットワーク事
業に関する協定を平成 28 年 10 月に結びました。 

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、民間事業者
を含め、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。

 

３ 緊急時（災害時）の支援対策 

① 救急（緊急）情報の把握 

実施内容 

急病や怪我等、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、要援護者宅に必要な情報を保管し、
使用するための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。 

② 災害時要援護者名簿及び個別支援計画の作成 

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、地域が中心となった避難支援が行えるよう「災
害時要援護者名簿及び個別支援計画」を作成しています。計画書
は、役場と自治会が保管し、必要な場合は避難支援等関係者に提
供されます。 

今後の方向性 

近年、熊本地震や東日本大震災をはじめとする地震、また、集中
豪雨や台風による風水害等、大規模な自然災害が頻発しています。
災害時要援護者制度の見直しを行い、災害時の避難支援体制をよ
り強化します。 
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４ 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。 

① 人生いきいき住宅助成 

実施内容 
住み慣れた住居で安心して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、
改造内容に応じた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、経済的負担の大きい大
規模改修を中心に有益な助成に努めます。 

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
アドバイスを行います。また、住まいの改良相談員が一人ひとり
の状況に応じた住宅改造を支援します。 

② 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方にも、
支給の申請がしやすいよう事業の周知を図ります。 

③ 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、整備指導及び助言を行っています。 

今後の方向性 

福祉のまちづくりに関する法・条例等について、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。 

すべての方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、サービス等を“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。 

④ 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、多くの方が利用することに配慮し、
すべての方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等の改善に努めます。 

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。 
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⑤ 利用しやすい交通手段の確保 

実施内容 

町内を巡回して、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
めています。 

今後の方向性 

引き続きバス路線の充実を行うとともに近隣市町との連携、ノン
ステップバスの導入、駅等、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。 

⑥ 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
安全施設の設置等、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、歩車道の分離等の充実を図る
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。 

今後新設する道路等については、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ます。 

乗り上げ駐車や自転車等の放置等、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。 

⑦ 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・災害発生時の緊急通報体制の充実を図る
とともに、災害時要援護者名簿及び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進めてい
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・配布する等、広報活動を展開してい
ます。 

今後の方向性 

災害時要援護者名簿及び個別支援計画を作成・更新し、支援の必
要な高齢者等の現状把握を行うとともに、自主防災組織等との連
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。 

 

５ 地域総合援護システムの活性化 

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、地域共生社会づくりの仕組みの一環となります。 
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① 地域総合援護システムの活性化 

実施内容 

平成 25 年度からこのシステムを発展させ、自律（立）のまちづ
くり交付金事業を開始し、世代間交流事業や防災訓練等、各自治
会での身近な居場所づくりとして、参画と協働で進めるまちづく
りには欠かせないものとなっています。地域での助け合いや、活
性化への課題解消に向けた取り組みが行われています。 

今後の方向性 

国は、住み慣れた地域や自宅でいつまでも生活できるよう、「地
域包括ケアシステム」の構築を求めています。この事業を深化・
推進し、誰もが安心して暮らせる地域を作り上げるための支援を
行います。 

② ミニデイサービス 

実施内容 

各自治会では、公民館等で高齢者の居場所づくりを目的に、体操
や脳トレ、手芸等レクリエーションを中心としたミニデイサービ
ス活動を展開しています。一人暮らし高齢者や外出の機会の少な
い高齢者の社会的孤立感の解消にも役立っています。 

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
域の情報等を発信します。また、アンケートにより地域課題を整
理する等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。 

 

■地域総合援護システム イメージ図 
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基本目標５ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

１ 認知症施策の推進 

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等の充実を図ります。 

国の認知症対策として2025年をめざし策定された、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等、認知症の

方が、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。 

■認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員の活動 イメージ図 
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方針・内容・頻度等の検討 
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心理的サポート 

情報提供
助言 



第４章 施策の展開 

73 

（１）認知症初期集中支援チームの運営・活用の推進 

① 認知症初期集中支援チームの設置 

実施内容 

認知症の疑われる方や認知症の方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。平成 28 年４月に姫路北病院の認知
症専門医と町内の介護福祉士を有する事業所の協力を得て設置し
ました。チーム設置以降情報を得たケースは、支援チームで検討
するまでに問題が解決するケースがほとんどです。 

今後の方向性 

認知症の方が増加する中、家族や地域等からの情報提供は少ない
状況です。今後は、事業の周知を図り、問題を抱え込まないよう
早期の関わりの拡大を図ります。本事業は、認知症専門医との連
携の機会となる事業であり、柔軟な運営を図ります。 

（２）認知症地域支援推進員の活動の推進 

町の規模が小さいため、当面は地域包括支援センター職員が研修を受講することで

認知症地域支援推進員を兼務し、企画や事業実施等認知症対策の推進に取り組んでい

ます。 

① 認知症ケアネットの普及 

実施内容 
平成 28 年度に福崎町の認知症対策の考え方を簡単に表したパン
フレットを作成し、認知症の相談窓口として、地域包括支援セン
ターを周知しました。 

今後の方向性 

地域に住む認知症の方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
を「福祉のしおり」を活用して紹介します。今後、地域にある社
会資源の変化に応じて、見直しを進めます。 

② 認知症カフェ開始 

実施内容 

平成 27 年度に一般社団法人Ｔａｔａによる認知症カフェ「笑」
を山田文庫で開始しました。平成 28 年度に開始した神戸医療福
祉大学生による「空の雲」は、平成 29 年度にオレンジカフェ「結」
と名称変更し、高岡交流センターで高岡地区住民を対象に地区民
生委員児童委員の協力のもと開催しています。 

今後の方向性 

認知症ケア向上推進事業のひとつです。 

認知症の方や介護者の負担を軽減するため、地域の方や専門家と
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。

運営は自主運営が基本ですが、地域介護予防活動補助金と同様の
補助やその他継続に必要と認める内容についての支援を行いま
す。また、老老介護となっている方が多く、送迎の課題について
解決策を検討します。 
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（３）権利擁護の取り組みの推進 

① 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。 

成年後見センター等専門相談機関の設置については、福崎町単独
では難しく、既に設置している姫路市を中心に、神崎郡 3 町にお
いて検討中です。 

今後の方向性 

認知症の方が増加し、権利擁護の需要は今後増加することが予想
されます。当事者にあった適切な支援が行えるよう関係機関と十
分な連携をとります。成年後見制度の利用が必要であると判断し
た場合、申立人がない方には町長申立の支援をします。プライバ
シーの保護や迅速な対応に配慮し、高齢者等当事者の視点に立っ
た取り組みを行います。成年後見等専門相談機関や市民後見人育
成等については、今後も姫路市の協力のもと、実態把握を十分行
いながら引き続き検討します。 

② 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、地域ケア会議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、関係機関との連携を強化するとともに、サービス事業者や
相談窓口担当者等に対しては、虐待防止や介護者のケアに関する
技術的・専門的な支援を行います。 

保護が必要な高齢者には、関係機関と連携し、速やかに安全を確
保します。介護疲れのある介護者には、カウンセリング体制の充
実に努めます。 
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（４）地域の見守りネットワークの構築 

① 認知症高齢者等の暮らしを支える体制づくり 

実施内容 

警察、民生委員児童委員をはじめとする地域住民と連携し、認知
症高齢者等を平常時から見守り、行方不明時には早期発見するこ
とを目的とするＳＯＳネットワーク事業の普及を平成 28 年 10
月から開始しました。連絡先を記したＱＲコードシールを取り入
れ、体制を強化しました。 

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、住民相互の助け合いの推進と関係機関との連携を強
化するとともに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ます。 

（５）認知症サポーターの養成と活用 

① 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 

認知症を理解し、認知症の方とその家族を支えていくサポーター
を育成するため、地域包括支援センター、社会福祉法人「円融会」、
ＪＡ兵庫西等の認知症キャラバンメイト登録者が町内の小学校、
警察、各種団体、教室生等を対象に認知症サポーター養成講座を
開催しています。 

今後の方向性 
認知症サポーターを養成する認知症キャラバンメイトを増員する
ことで、認知症の理解者・支援者の増加を図り、認知症になって
も安心して暮らせる地域づくりを推進します。 

（６）その他認知症施策 

① 相談体制の充実 

実施内容 

姫路北病院認知症専門医の協力のもと、地域包括支援センターを
認知症の症状のある方やそのおそれのある方、家族等の相談窓口
「認知症相談センター」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、かかりつけ医等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。 
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② 医療・福祉サービスの充実 

実施内容 

認知症の方に対応する通所型サービスとして短期集中型のはつら
つ大学「脳楽部」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事業所、認
知症対応型通所介護が２事業所、認知症対応型共同生活介護が３
事業所あり、認知症の方が利用しやすい状況となっています。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、最も適切なサービスが提供できるよう事業を充実させます。 

③ 認知症家族支援（やすらぎ訪問） 

実施内容 

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、
認知症の方の症状の悪化を予防するとともに介護する家族の精神
的負担を軽減する「認知症高齢者等やすらぎ支援事業」を行って
います。平成 29 年度から社会福祉協議会へ運営の一部を委託し
ています。 

今後の方向性 

認知症の方を在宅で介護するためには、介護する家族の精神的負
担の軽減への支援や介護サービスで補えない部分の見守り支援
等、「やすらぎ支援事業」の必要性は、今後高まると考えられま
す。介護支援専門員の介護プランにうまく取り入れられるよう、
委託先と十分連携し、事業の周知及び支援員の確保や資質の向上
に努めます。 
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２ 生活支援・介護予防サービスの体制整備 

一人暮らし世帯、高齢者世帯の増加に伴い、支援を要する軽度の高齢者が増加し、生活

支援の必要性が高まっています。また、高齢者にとって、社会参加・社会的役割を持つこ

とは生きがいや介護予防につながります。 

高齢者等の在宅サービスを支える地域住民、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福

祉法人、協同組合等の多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供

体制を構築します。 

① 生活支援事業の基盤整備の充実 

実施内容 

地域包括支援センター職員が兼務する生活支援コーディネーター
と、自治会・民生委員児童委員・老人クラブ・社会福祉法人・商
工会・協同組合・シルバー人材センター・神戸医療福祉大学・社
会福祉協議会・行政の 18 名の委員で構成される生活支援協議体
を平成 2８年１月に設置し、生活支援や介護予防についての資源
開発等に関し話し合うための協議会を開催しています。また、平
成 28 年度から地域包括支援センターと社会福祉協議会が協働で
各自治会単位での地域支え合い会議による地域の支え合い体制の
基盤づくりに取り組んでいます。 

今後の方向性 

地域住民の意識共有を図りながら、各自治会の特色を活かした支
え合い体制の推進をめざします。 

そのために、民生委員・民生協力委員・福祉委員等、地域の福祉
担当者による小会議（我が事会議）を開始し、地域住民の困りご
とをみんなで考えることで、地域でのサービスの創出を行います。

また、これらの中から町単位でのサービスの創出につなぐ必要が
あるものは生活支援協議体で検討します。 
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３ 地域ケア会議の推進 

地域包括ケアシステムの実現のための有効なものとして、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 地域課題の把握等を行います。 

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

成へと発展させます。 

（１）地域ケア会議の充実 

① 各地域ケア会議の機能の明確化 

実施内容 
随時に開催する個別ケア会議と、委員全員で検討する定例会議を
行っています。また、地域支え合い会議の一部を地域ケア会議に
位置付けるため自治会と調整中です。 

今後の方向性 

地域支え合い会議の小会議（我が事会議）を地域ケア会議の地域
密着型として位置付け、地域住民が早期の支援を要する高齢者の
自立支援に積極的に関わる体制をつくります。権利擁護が関係す
る困難な事例や多職種による検討の必要なケースを個別会議にか
け、これらの積み重ねによる資源開発や政策形成を行います。ま
た、これによりケアマネジャーの多角的な視点によるプラン立案
能力の向上を図ります。 

② 多職種協働による自立支援に資するケアマネジメント支援 

今後の方向性 

支援者が困難を感じているケース、支援が自立を阻害しているケー
ス、必要な支援につながっていないケース等多職種協働による多角
的なアセスメントの視点をとおし具体的な助言を行うことで、より
効果的な自立支援に向けたマネジメントを行います。 

（２）地域ケア推進会議の開催 

把握した地域課題の解決には、地域づくり・資源開発、政策形成の機能が十分に働

く必要があります。第 7 期計画では、この機能の構築と充実に向けた取り組みを行い

ます。 
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４ 地域共生社会の実現に向けた取り組み 

地域共生社会とは、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を基本に、支援を必要と

する住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について地域住民や福祉関係者等

が連携し解決が図られることをめざすとともに、高齢者、障がい児・者、子ども等、地域

のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいながら、活躍できる地域コミュニティの実現をめ

ざすものです。 

① 地域住民と行政の協働による包括的支援体制の推進 

今後の方向性 

地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備に努
めます。また、複合的な課題等、地域住民だけでは解決が困難な
地域課題については、専門職や関係機関の協働のもと、解決を図
る体制の整備に努めます。 

② 共生型サービスの推進 

今後の方向性 

高齢者と障がい児・者が同一事業所でサービスを受けやすくする
ため、介護保険制度と障害福祉制度の両方に新たに共生型サービ
スが位置付けられます。 

サービス提供希望事業者の育成・指導等を行い、利用者が適切な
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す。

また、良質なサービスの提供に努めます。 
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５ 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものです。生活支援サービスを利用しなが

ら個人の尊厳が確保された生活を送るためにも、地域においてそれぞれの生活のニーズに

合った住まいの確保が必要です。この両者を整備し、支援を必要とする高齢者に保健・医

療・介護等のサービスを効率的・効果的に提供します。 

（１）養護老人ホームへの入所措置 

① 養護老人ホーム 

実施内容 

65 歳以上の方で、身寄りがなく虚弱である等、環境上の理由及
び低所得等、経済的理由により在宅での生活が困難な高齢者を対
象とする施設で、介護保険の要介護以上の認定を受けていない方
が入所して生活指導や機能の回復を図ります。町内には町立の福
寿園があります。 

今後の方向性 
地域を見守る民生委員や住民に情報提供し、養護を必要とする方
に施設へ適切な措置を行います。また、近隣市町の施設と連携を
図り、必要に応じて適切な措置を行います。 

（２）介護保険外の施設・住宅 

① 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、民間事業者等によって運営さ
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 

町においては、現在は町内に１箇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。 

② 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、軽費老人ホーム等があります。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り
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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第５章 介護保険費用等の見込みと介護保険料 

１ サービス見込み量の算出手順 

（１）推計方法の手順 

第７期計画（平成 30 年～平成 32 年度）の介護保険サービス事業費の推計は、第

６期計画のサービス利用実績等をもとに下記の手順により見込みました。 

■サービス見込み量算出の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②要支援・要介護認定者数の推計 

要支援・要介護認定者数（認定率）の推移等を基に平成 30 年～平成 32 年度の要支援・要介護認定者数

を推計します。 

①被保険者数の推計 

福崎町の人口動態等を基に平成 30 年～平成 32 年度の第１号被保険者（65 歳以上）数及び第２号被保険

者（40～64 歳）数を推計します。 

③施設・居住系サービス利用者数の推計 

要支援・要介護認定者数の見込み数を基に第６期計画の実績や今後の施設整備予定等の状況を勘案し、

平成 30 年～平成 32 年度の利用者数を推計します。 

④居宅・地域密着型サービス受給者数の推計 

標準的サービス受給対象者数（要支援・要介護認定者数の見込み数から施設・居住系サービスの利用者

見込み数を差し引いた数）から要介護度別のサービス受給率を勘案し、平成 30 年～平成 32 年度の標準

的サービス受給者数を推計します。 

⑤居宅・地域密着型サービス必要サービス量の推計 

標準的サービス受給者数に各サービスの利用率、１人あたりの回数・日数等を実績に基づき推計し、各

サービスの必要量を算出します。 

⑥サービス供給量・給付費の推計 

上記で算出した必要量に、各サービス１回・１日・１人あたり給付費等を掛け合わせ、各サービスの供

給量見込みを算出します。 
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① 被保険者の負担率の改正 

●第1号被保険者（65歳以上）     22％ ⇒ 23％（１％負担増） 

●第2号被保険者（40歳から64歳）  28％ ⇒ 27％（１％負担減） 

② 介護報酬改定率 

● 0.54％（サービス別給付費に対し、一律に改定率を反映） 

③消費税引き上げに伴う介護報酬改定に係る財政影響額の考え方（厚労省） 

●平成30年度：  ０％ 

平成31年度：約0.2％ 

平成32年度：約0.4％ 

※平成31年10月に消費税率の引き上げ（８％→10％）予定 

※上記割合を各年度の総給付費に乗じた額が各年度の財政影響額 

④処遇改善に伴う介護報酬改定に係る財政影響額の考え方（厚労省） 

●平成30年度： ０％ 

平成31年度：約１％ 

平成32年度：約２％ 

※上記割合を各年度の総給付費に乗じた額が各年度の財政影響額 

※平成29年12月８日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において、

「介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平

均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、

処遇改善を行う。」とされています。 

⑤所得段階の基準所得金額の改正 

●第7段階：基準所得金額190万円未満 ⇒ 基準所得金額200万円未満 

第8段階：基準所得金額290万円未満 ⇒ 基準所得金額300万円未満 

⑥低所得者の介護保険料軽減強化（社会保障の充実） 

●介護保険の第１号保険料について、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、

低所得者の高齢者の保険料の軽減を行う。 

（第１段階の被保険者の保険料について、保険料基準額に対する割合を0.5から0.45

とする） 

（公費負担財源割合：国50％、都道府県25％、市町村25％） 
  

第７期介護保険事業計画の介護保険料に関する主な改正点 
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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。 

■居宅サービス・介護予防サービス利用者数の見込み（介護度別） 
単位：人 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

総利用者数 512 512 519 526

予防給付 
要支援１ 35 35 35 36

要支援２ 48 49 49 50

介護給付 

要介護１ 127 128 128 130

要介護２ 118 118 120 121

要介護３ 79 77 81 82

要介護４ 62 62 62 63

要介護５ 43 43 44 44
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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。 

■居宅サービスの見込み量 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

訪問介護 
利用回数（回/年） 36,156 36,876 36,264 42,300

利用者数（人/年） 1,404 1,428 1,440 1,620

訪問入浴介護 
利用回数（回/年） 300 324 348 708

利用者数（人/年） 72 84 96 180

訪問看護 
利用回数（回/年） 7,080 7,068 7,272 9,480

利用者数（人/年） 936 936 960 1,236

訪問リハビリ 
テーション 

利用回数（回/年） 1,080 1,188 1,296 2,208

利用者数（人/年） 108 120 132 240

居宅療養管理指導 利用者数（人/年） 540 552 552 576

通所介護 
利用回数（回/年） 29,388 29,916 30,324 32,808

利用者数（人/年） 2,916 2,964 3,000 3,240

通所リハビリ 
テーション 

利用回数（回/年） 1,836 1,896 1,872 2,172

利用者数（人/年） 300 312 312 360

短期入所生活介護 
利用日数（日/年） 6,564 6,684 6,816 7,452

利用者数（人/年） 684 696 708 768

短期入所療養介護 
（老健） 

利用日数（日/年） 120 120 120 120

利用者数（人/年） 60 60 60 60

短期入所療養介護 
（病院等） 

利用日数（日/年） 0 0 0 0

利用者数（人/年） 0 0 0 0

福祉用具貸与 利用者数（人/年） 3,060 3,108 3,156 3,312

特定福祉用具購入費 利用者数（人/年） 72 60 60 120

住宅改修費 利用者数（人/年） 72 72 72 72

特定施設入居者 
生活介護 

利用者数（人/年） 72 72 72 192

居宅介護支援 利用者数（人/年） 4,560 4,668 4,728 4,860
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■介護予防サービスの見込み量 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護予防 
訪問入浴介護 

利用回数（回/年） 0 0 0 0

利用者数（人/年） 0 0 0 0

介護予防訪問看護 
利用回数（回/年） 1,690 1,690 1,690 1,944

利用者数（人/年） 144 144 144 168

介護予防訪問 
リハビリテーション 

利用回数（回/年） 1,296 1,296 1,296 1,296

利用者数（人/年） 144 144 144 144

介護予防 
居宅療養管理指導 

利用者数（人/年） 132 144 156 204

介護予防通所 
リハビリテーション 

利用者数（人/年） 96 96 108 120

介護予防 
短期入所生活介護 

利用日数（日/年） 504 504 504 504

利用者数（人/年） 72 72 72 72

介護予防短期入所 
療養介護（老健） 

利用日数（日/年） 0 0 0 0

利用者数（人/年） 0 0 0 0

介護予防短期入所 
療養介護（病院等） 

利用日数（日/年） 0 0 0 0

利用者数（人/年） 0 0 0 0

介護予防 
福祉用具貸与 

利用者数（人/年） 840 852 864 948

特定介護予防 
福祉用具購入費 

利用者数（人/年） 48 72 84 72

介護予防住宅改修 利用者数（人/年） 36 36 36 48

介護予防特定施設 
入居者生活介護 

利用者数（人/年） 24 24 24 24

介護予防支援 利用者数（人/年） 1,020 1,140 1,260 1,440
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③ 地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス利用者数の見込み 

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス利用者数は、過去の給付実績等

を基に算出しました。 

■地域密着型サービス利用者数の見込み 
単位：人/月 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 5 6 7 10

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 7 7 7 13

小規模多機能型居宅介護 43 43 44 49

認知症対応型共同生活介護 38 39 40 44

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0

地域密着型 
介護老人福祉施設入所者生活介護 

21 22 23 27

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0

地域密着型通所介護 39 40 41 50

■地域密着型介護予防サービス利用者数の見込み 
単位：人/月 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護予防認知症対応型通所介護 2 2 2 2

介護予防小規模多機能型居宅介護 2 3 3 5

介護予防認知症対応型共同生活介護 1 1 1 1
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④ 地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの見込み量 

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの見込み量は、過去の給付実績

等を基に算出しました。 

■地域密着型サービスの見込み量 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護 

利用者数（人/年） 60 72 84 120

夜間対応型訪問介護 利用者数（人/年） 0 0 0 0

認知症対応型 
通所介護 

利用回数（回/年） 636 636 636 1,068

利用者数（人/年） 84 84 84 156

小規模多機能型 
居宅介護 

利用者数（人/年） 516 516 528 588

認知症対応型 
共同生活介護 

利用者数（人/年） 456 468 480 528

地域密着型特定施設 
入居者生活介護 

利用者数（人/年） 0 0 0 0

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） 252 264 276 324

看護小規模多機能型 
居宅介護 

利用者数（人/年） 0 0 0 0

地域密着型通所介護 
利用回数（回/年） 4,524 4,644 4,740 5,880

利用者数（人/年） 468 480 492 600

■地域密着型介護予防サービスの見込み量 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護予防認知症 
対応型通所介護 

利用回数（回/年） 72 72 72 72

利用者数（人/年） 24 24 24 24

介護予防小規模 
多機能型居宅介護 

利用者数（人/年） 24 36 36 60

介護予防認知症 
対応型共同生活介護 

利用者数（人/年） 12 12 12 12
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⑤ 施設サービス利用者数の見込みと目標 

介護老人福祉施設に関して、県基本指針に基づき、地域包括ケア「見える化」シス

テムの自然体推計を基本に、特別養護老人ホームの待機者の状況、地域医療計画にお

ける在宅医療等の新たなサービス必要量及び自立支援・重度化防止（介護予防）によ

る要介護認定者数の減少等を勘案して推計しています。 

これらを踏まえ、福崎町では施設サービスの今後の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の見込みと目標 
単位：人/月 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護老人福祉施設 108 111 115 125

介護老人保健施設 19 20 22 30

介護療養型医療施設※１ 24 27 29 

介護医療院※２ ― ― ― 35

※１ 平成 37 年度は介護医療院に含む 

※２ 平成 30 年度から平成 32 年度は介護療養型医療施設に含む 
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（３）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。 

■介護給付費の推計 
単位：千円 

サービスの種類 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 92,979 94,934 92,929 108,802

訪問入浴介護 3,549 3,830 4,111 8,367

訪問看護 30,276 30,075 30,881 40,585

訪問リハビリテーション 2,961 3,258 3,553 6,047

居宅療養管理指導 3,919 4,010 4,010 4,298

通所介護 236,269 240,906 244,221 266,741

通所リハビリテーション 14,131 14,579 14,502 16,991

短期入所生活介護 55,106 56,105 57,294 62,804

短期入所療養介護（老健） 1,172 1,172 1,172 1,172

短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0

福祉用具貸与 37,591 38,228 38,865 40,551

特定福祉用具購入費 2,037 1,574 1,574 3,148

住宅改修費 7,550 7,550 7,550 7,550

特定施設入居者生活介護 11,929 11,934 11,934 36,992

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 7,686 8,304 10,372 15,379

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 5,987 5,989 5,989 10,541

小規模多機能型居宅介護 92,425 92,467 95,037 107,360

認知症対応型共同生活介護 115,784 119,054 122,001 134,238

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0

地域密着型介護老人 
福祉施設入所者生活介護 

66,608 70,432 73,902 85,481

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0

地域密着型通所介護 34,824 35,728 36,449 46,831

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設 308,401 320,091 330,132 362,696

介護老人保健施設 62,357 67,216 72,812 99,947

介護療養型医療施設※１ 106,395 103,990 106,228 

介護医療院※２ 0 0 0 89,658

居宅介護支援 64,438 66,081 67,093 68,980

合計【介護給付費】 1,364,374 1,397,507 1,432,611 1,625,159

※１ 平成 37 年度は介護医療院に含む 

※２ 平成 30 年度から平成 32 年度は介護療養型医療施設に含む 
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（４）介護予防給付費の推計 

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。 

■介護予防給付費の推計 
単位：千円 

サービスの種類 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0

介護予防訪問看護 6,795 6,798 6,798 7,823

介護予防訪問リハビリテーション 3,564 3,566 3,566 3,566

介護予防居宅療養管理指導 746 804 861 1,168

介護予防通所リハビリテーション 3,968 3,970 4,498 5,027

介護予防短期入所生活介護 3,298 3,300 3,300 3,300

介護予防短期入所療養介護（老健） 0 0 0 0

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 4,284 4,365 4,445 4,873

特定介護予防福祉用具購入費 1,334 1,876 2,222 1,926

介護予防住宅改修 3,428 3,883 3,883 4,418

介護予防特定施設入居者生活介護 1,850 1,851 1,851 1,851

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 540 540 540 540

介護予防小規模多機能型居宅介護 1,446 2,384 2,384 3,831

介護予防認知症対応型共同生活介護 2,458 2,459 2,459 2,459

介護予防支援 4,505 5,037 5,568 6,363

合計【予防給付費】 38,216 40,833 42,375 47,145
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（５）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。 

■標準給付費の推計 
単位：千円 

区 分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合 計 平成37年度

総給付費 1,484,476 1,538,752 1,595,227 4,618,456 1,765,895

 

総給付費 
（一定以上所得者等負担の調整後） 

1,401,892 1,454,533 1,509,303 4,365,728 1,671,028

 

介護給付費 1,364,374 1,397,507 1,432,611 4,194,492 1,625,159

予防給付費 38,216 40,833 42,375 121,424 47,145

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 
▲698 ▲1,067 ▲1,083 ▲2,848 ▲1,276

消費税等の見直しを勘案した 

財政影響額※ 
0 17,260 35,400 52,660 -

特定入所者介護サービス費等 
給付額 

48,414 49,369 50,385 148,168 55,617

高額介護サービス費等給付額 29,780 30,370 30,970 91,120 34,190

高額医療合算介護サービス費等 
給付額 

4,390 4,480 4,570 13,440 5,060

審査支払手数料 1,224 1,248 1,273 3,744 1,405

合計【標準給付費見込額】 1,485,700 1,540,000 1,596,500 4,622,200 1,767,300

対前年度比 102.7％ 103.6％ 103.6％ ― ―

※消費税引き上げ及び処遇改善に伴う介護報酬改定に係る財政影響額 
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（６）地域支援事業費 

■地域支援事業費 
単位：千円 

区 分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合 計 平成37年度

地域支援事業費 86,000 86,900 87,100 260,000 88,000

 介護予防・ 
日常生活支援総合事業費 

44,255 44,255 44,255 132,765 48,900

 包括的支援事業・任意事業費 41,745 42,645 42,845 127,235 39,100

 

（７）財源構成 

介護保険事業にかかる、第７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 22.0％から 23.0％、第２号被保

険者保険料が 28.0％から 27.0％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。 

■財源構成 

第７期区分 

介護給付費 地域支援事業費 

施設等給付費 その他給付費
介護予防・ 

日常生活支援 
総合事業 

包括的支援
事業・ 
任意事業 

公
費 

国 15.0％ 20.0％ 20.0％ 38.5％

国の調整交付金 5.0％ 5.0％ 5.0％ 

都道府県 17.5％ 12.5％ 12.5％ 19.25％

市町村 12.5％ 12.5％ 12.5％ 19.25％

保
険
料 

第１号被保険者 23.0％ 23.0％ 23.0％ 23.0％

第２号被保険者 27.0％ 27.0％ 27.0％ 
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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６期事業計画期間の保険料基準額は月額5,240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７期計画では、負担能力に応じたきめ細かな保険料設定となるよう、第６期計画と同

様に所得段階を10段階に設定しました。 

■第１号被保険者の保険料の段階設定について 
単位：千円 

第７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 
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％ 
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％ 
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％ 
本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる方で課税年金収入
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％ 
本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる方で課税年金収入
金額と合計所得金額の合計が 80 万円超 

第６段階 120％ 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 200 万円未満 

第８段階 145％ 本人が住民税課税で合計所得金額が 300 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 保険料基準額の算定 

（１）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 30 年度～32 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 23.0％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見込み 
単位：千円、人、％ 

区 分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合 計 平成37年度

①標準給付費見込額 1,485,700 1,540,000 1,596,500 4,622,200 1,767,300

②地域支援事業費 86,000 86,900 87,100 260,000 88,000

③第１号被保険者負担分相当額
【（①＋②）×負担割合 23％】 

361,491 374,187 387,228 1,122,906 463,825

④調整交付金相当額※１ 76,498 79,213 82,038 237,748 90,810

⑤調整交付金割合 4.19 4.08 4.14  4.12

⑥調整交付金見込額※２ 64,105 64,638 67,927 196,670 74,827

⑦準備基金取崩額 30,000 0

⑧保険料収納必要額 
【③＋④－⑥－⑦】 

1,133,984 

⑨所得段階別加入割合補正後 
被保険者数 

5,453 5,497 5,518 16,468 

※１ ④＝（①＋介護予防・日常生活支援総合事業費）×５％ 

※２ ⑥＝（①＋介護予防・日常生活支援総合事業費）×⑤ 
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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。 

■第１号被保険者の保険料 

区 分  

⑧保険料収納必要額 1,133,984千円 

⑨所得段階別加入割合 
補正後被保険者数 

16,468人 

⑩予定保険料収納率 99.3％ 

⑪年額保険料基準額 
【⑧÷⑨÷⑩】 

69,345円 

⑫月額保険料基準額 
【⑪÷12月】 

5,780円 

 

（参考）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%

第７期（平成30年度～32年度） 5,780円 540円 10.3％
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■第７期所得段階別介護保険料額 

所得段階 
基準額に 
対する 
割合 

対象者 
保険料 

（月額） 
保険料 
(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 

2,890 円 34,600円

（軽減後） 
45％ 

（軽減後） 
2,601 円 

（軽減後）
31,200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 

3,757 円 45,000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 

4,335 円 52,000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
方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 

4,797 円 57,500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
方で課税年金収入金額と合計所得金額の合計
が 80 万円超 

5,780 円 69,300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 

6,936 円 83,200円

第７段階 125％ 
本人が住民税課税で合計所得金額が 200 万円
未満 

7,225 円 86,700円

第８段階 145％ 
本人が住民税課税で合計所得金額が 300 万円
未満 

8,381 円 100,500 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 

8,670 円 104,000 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 

9,826 円 117,900 円

（３）公費による軽減強化 

第１段階の保険料の一部に対して公費を投入し、低所得者の保険料負担を軽減（第

１段階の保険料負担率を 0.5 から 0.05 軽減）しています。 

その軽減に要する費用については、国が２分の１、都道府県及び市町村がそれぞれ

４分の１を負担します。 
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資 料 編 

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 28 年 12 月 在宅介護実態調査の実施 

平成 29 年７月 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

平成 29 年７月 31 日 
第１回福崎町介護保険運営協議会 

・第７期介護保険事業計画策定について 

平成 29 年 11 月 16 日 

第２回福崎町介護保険運営協議会 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に関する結果報告 

・第７期福崎町高齢者福祉計画・介護保険事業計画について 

（第７期介護保険事業計画について） 

（平成 29 年度介護給付費見込） 

（第７期介護保険事業計画に関する主な改正点） 

（介護保険料について） 

（地域支援事業について） 

平成 30 年２月 22 日 

第３回福崎町介護保険運営協議会 

・第７期福崎町高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）について

・第７期介護保険料について 

・福崎町介護保険条例の改正について 
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２ 福崎町介護保険運営協議会委員名簿 

敬称略 

 氏 名 備 考 

１ 会 長 高井 國年 町議会議長 

２ 副会長 秋武 卓男 医師会代表 

３ 委 員 前川 裕量 民生まちづくり常任委員長 

４ 委 員 北山 龍彦 社会福祉協議会 

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 大井 正英 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 尾﨑 俊也 税務課長 

12 委 員 吉田 利彦 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 大西 薫 中播磨健康福祉事務所福祉室長兼企画課長 
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３ 用語解説 

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のこと。 

◆一般高齢者 

65 歳以上の高齢者で、介護保険の要介護等の認定を受けていない方のこと。 

 

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・施設との連携等、必要とするサービ

スの調整を図る（ケアマネジメント）役割を担う専門職のこと。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 

高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐこと、または要介護状態となっ

てもそれ以上悪化しないよう維持・改善を図ること。 

◆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」等を実施する。 

◆共生型サービス 

介護保険または障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制

度における指定も受けやすくなるようにするものであり、これにより障がい者が

65 歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくなる。 
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◆居宅介護支援 

要介護者が居宅サービス等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等を勘案し、利用するサービスの種類、内容、担当する

人等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。 

◆ケア 

個人及び家族に対する世話、援助のことであり、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 歳以上の方のこと。 

◆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のこ

と。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をいう。 

◆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のこと。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

ると超高齢社会という。 
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◆高齢者虐待 

高齢者に対して、家族や施設の職員等、高齢者を養護する人から行われる虐待の

行為のこと。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

生児の男女比等を用いて将来人口を予測する推計方法のこと。 

◆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

う団体のこと。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

助言等を行う。 

 

サ行 

◆在宅介護支援センター 

老人福祉施設の１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。 

◆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のこと。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。 

◆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方に対して、手芸、工作、歌、ダンス、

ゲーム等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。 
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◆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、様々な地域活動を行う組織のこ

と。福崎町では、下校時の立ち番や巡回、児童送迎等を行っている。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方に対し、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等、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 

様々な経験を通じて「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。 

◆生活習慣病 

食事、運動、喫煙、飲酒等、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、肥満等がある。 

◆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方は、財産管理や契約、遺産分

割等の法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪質商法等の被害にあったり

するおそれがある。このような方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

人等が本人の意思を尊重し、その法律行為の同意や代行等を行う。 
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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のこと。 

◆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方の相談・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、書類等の預かりを行うサービスの

こと。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。 
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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の

こと。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、町内全域を１つの圏域としている。 

◆ネットワーク 

網目状の構造のこと。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、地域ケア会議、要保護者対

策地域協議会等の各種会議や、地域包括支援センターを中心とした相談支援のネッ

トワーク等がある。 

 

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、保険の対象となる方のこと。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がこれに該当する。 

◆福祉のまちづくり条例 

高齢者や障がい者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

条例のこと。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・啓発等を展開する。 

◆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、健康教育等、保健指導を行う人のこと。 
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◆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」等を活かして、

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、同居人等のこと。 

◆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を対象とするサービスのこと。 

◆要介護認定率 

65 歳以上人口に対する要支援・要介護認定者数の割合のこと。 

 

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方に対して、治療体操等を行わせたり、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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