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第２章 介護保険サービス計画 

第１節 介護給付サービスの見込み量と方策 

１ 居宅サービスの現状と方策 

（１）居宅サービス 

居宅サービスとは，利用者が在宅で受けるサービスです。自宅に来てもらう訪問

系，日帰りで利用する通所系，短期宿泊する短期入所系，在宅での環境を整える福

祉用具や住宅改修，どのようなサービスを利用するかマネジメントする居宅介護支

援があります。 

①訪問介護 

【目的】 

訪問介護は，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した生活を営めるよ

うにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

訪問介護員（ホームヘルパー）などが居宅を訪問して，入浴，排泄，食事等の

介護，その他日常生活上の世話を行うサービスで，要介護者の居宅での生活継続

に貢献しています。市内では4事業所がサービスを提供しています。 

利用者数（実績値は下表のとおり）が多いサービスとなっており，第4期計画

期間中は施設入所者が増加したため，実績値が見込量を下回っていますが，今後

は利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護サービス事業所と連携

し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 43【見込量と実績値】                       （単位：回／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成２1年度 平成２２年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 38,526 41,882 43,228 33,036 34,299 36,253

実績値 28,772 26,626 27,908 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

②訪問入浴介護 

【目的】 

訪問入浴介護は，入浴が困難な要介護者の身体清潔の保持等を図ることを目的

とします。 
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【現状と課題】 

居宅での入浴が難しい方へ，移動入浴車等による入浴介護を行うサービスで，

要介護者の居宅での生活継続に貢献しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後は利用者数の増加が見込まれま

す。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護サービス事業所と連携

し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 44【見込量と実績値】                       （単位：回／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 1,475 1,642 1,694 1,536 1,644 1,698

実績値 1,323 1,536 1,450 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

③訪問看護 

【目的】 

訪問看護は，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営め

るように医療面を支援し，安定した療養生活の継続を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

居宅において，主治医の判断に基づき，看護師等から療養上の世話と診療の補

助を受けるサービスで，療養上の世話が必要な要介護者の居宅での生活継続に貢

献しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後も利用者数の増加が見込まれま

す。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護サービス事業所と連携

し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 45【見込量と実績値】                       （単位：回／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 5,979 6,527 6,741 5,532 5,784 6,057

実績値 4,723 4,860 5,144 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

 

 



54 

④訪問リハビリテーション 

【目的】 

訪問リハビリテーションは，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した

日常生活を営めるよう，必要なリハビリテーションを受けることにより，心身機

能の維持回復を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

心身の維持や回復のために，理学療法士や作業療法士が居宅を訪問して理学療

法や作業療法，その他の必要なリハビリテーションを行うサービスで，リハビリ

テーションの必要な要介護者の居宅での生活継続に貢献しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後は利用者数の増加が見込まれま

す。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護サービス事業所と連携

し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 46【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 156 171 176 144 192 231

実績値 147 112 112 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑤居宅療養管理指導 

【目的】 

居宅療養管理指導は，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生

活を営めるよう，療養上の管理指導を受けることにより，安定した療養生活の継

続を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

医師，歯科医師等が通院困難な利用者に対し，介護サービス計画の作成に必要

な情報を提供し，介護に対する指導，助言を行うサービスで，要介護者の居宅で

の生活継続に貢献しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後も利用者数の増加が見込まれま

す。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護サービス事業所と連携

し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 
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表47【見込量と実績値】                        （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 999 1,268 1,610 1,536 1,788 2,100

実績値 1,054 1,137 1,324 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑥通所介護 

【目的】 

通所介護は，要介護者が必要な日常生活上の世話と機能訓練を受けることで，

社会参加と心身機能の維持及び家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目

的とします。 

【現状と課題】 

デイサービスセンター等の施設において，利用者が交流しながら，入浴，食事

の提供，その他の日常生活上の世話と機能訓練が日帰りで受けられるサービスで，

要介護者の居宅での生活継続に貢献しています。市内では13事業所がサービス

を提供しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，平成23年度には見込量を上回る見

込みで，今後も利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護サービス事業所と連携

し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 48【見込量と実績値】                       （単位：回／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 31,882 36,064 38,897 46,141 48,345 51,013

実績値 30,061 34,549 39,782 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑦通所リハビリテーション 

【目的】 

通所リハビリテーションは，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した

日常生活を営めるよう，必要なリハビリテーションを提供することで，心身機能

の維持回復を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

介護老人保健施設，病院，診療所において，日常生活の自立を助けるための理
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学療法，作業療法等のリハビリテーションを行うサービスで，要介護者の居宅で

の生活継続に貢献しています。市内では3事業所がサービスを提供しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後も利用者数の増加が見込まれま

す。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護サービス事業所と連携

し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 49【見込量と実績値】                        （単位：回／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 14,067 15,833 18,068 15,206 16,147 16,958

実績値 11,414 12,216 13,437 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑧短期入所生活介護 

【目的】 

短期入所生活介護は，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生

活を営めるよう，心身機能の維持及び家族の身体的・精神的負担の軽減を図るこ

とを目的とします。 

【現状と課題】 

特別養護老人ホームや老人短期入所施設で，入浴，排泄，食事等の介護，その

他の日常生活上の世話と機能訓練を行うサービスで，要介護者の居宅での生活継

続と家族の負担軽減に貢献しています。市内では4事業所がサービスを提供して

います。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，平成23年度は見込量を上回ってお

り今後も利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護サービス事業所と連携

し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 50【見込量と実績値】                       （単位：日／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 12,503 13,649 14,045 15,041 15,533 17,037

実績値 11,385 11,571 14,823 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 



57 

⑨短期入所療養介護 

【目的】 

短期入所療養介護は，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生

活を営めるよう，安定した療養生活の継続を図ること及び家族の身体的・精神的

負担の軽減を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

介護老人保健施設等へ短期入所し，看護，医学的管理下における介護，機能訓

練，その他必要な医療と日常の生活上の世話を行うサービスで，要介護者の居宅

での生活継続と家族の負担軽減に貢献しています。市内では２事業所がサービス

を提供しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，第4期計画全体で見込量を超えてい

るのは，第4期計画期間中に新たな短期入所療養介護施設が開設したことによる

もので，今後も利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

医療を必要とする方の増加を見込み，適切な供給量の確保に努めるとともに，

引き続き，介護サービス事業所と連携し，提供されるサービス内容の充実を図り

ます。 

表 51【見込量と実績値】                      （単位：日／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 1,437 1,580 1,624 4,680 5,037 5,344

実績値 2,188 3,070 3,865 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑩特定施設入居者生活介護 

【目的】 

特定施設入居者生活介護は，有料老人ホーム等に入居している要介護者が，日

常生活や療養上の世話，機能訓練を受けることで，その施設で能力に応じ自立し

た生活が営めるようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

有料老人ホーム等で，入浴，排泄，食事等の介護，その他の日常生活や療養上

の世話，機能訓練を受けるサービスで，要介護者が施設で自立した生活継続に貢

献しています。同事業所は，市内になく市外の事業所を利用しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後も利用者数の増加が見込まれま

す。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護サービス事業所と連携
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し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 52【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 15 18 23 ３４ ３８ ４２

実績値 17 22 27 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑪福祉用具貸与 

【目的】 

福祉用具貸与は，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を

営めるようにするとともに，介護者の負担軽減を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

車いすや介護用ベッドなど12種類の福祉用具について，市内の３事業所等が

貸与しており，要介護者の居宅での生活継続に貢献しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後も利用者数の増加が見込まれま

す。 

【今後の方策】 

利用者が必要とする福祉用具が適切に貸与されるよう情報を提供するなど，サ

ービスの充実を図ります。 

表 53【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 2,862 3,123 3,230 3,816 4,008 4,082

実績値 2,817 3,027 3,126 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑫特定福祉用具購入 

【目的】 

特定福祉用具購入は，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生

活を営めるようにするとともに，介護者の負担軽減を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

入浴や排泄など5種類の特定福祉用具について，購入に要した費用を，1年間

10万円を対象限度額とし，その9割を給付するサービスで，要介護者の居宅で

の生活継続や介護者の負担軽減に貢献しています。市内では4事業所がサービス

を提供しています。 
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利用者数の実績値は下表のとおりであり，定期的に利用するサービスではない

ので，その年度によって利用の状況が異なります。今後は利用者数の増加が見込

まれます。 

【今後の方策】 

利用者が必要とする特定福祉用具が選定できるよう，情報を提供するなど，サ

ービスの充実を図ります。 

表 54【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 90 92 95 80 88 96

実績値 63 62 58 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑬住宅改修 

【目的】 

住宅改修は，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営め

るようにするとともに，介護者の負担軽減を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費用を，20 万円を対象限度額と

し，その９割を給付するサービスで，要介護者の居宅での生活継続と利用者の負

担軽減に貢献しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，定期的に利用するサービスではない

ので，その年度によって利用の状況が異なりますが，今後は利用者数の増加が見

込まれます。 

【今後の方策】 

引き続き，サービス内容の周知を図ります。 

表 55【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 62 64 66 60 72 84

実績値 66 65 46 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑭居宅介護支援 

【目的】 

居宅介護支援は，要介護者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を
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営めるようにするとともに，介護者の負担軽減を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

介護支援専門員（ケアマネージャー）が介護サービス計画（ケアプラン）を作

成するとともに，居宅サービスが利用できるようサービス事業者との連絡・調整

を行うサービスで，要介護者の適切なサービス利用に貢献しています。市内では

13事業所がサービスを提供しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後も認定者数の増加に伴い，利用

者数も増加する見込みです。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，居宅介護支援事業所と連携

し，利用者の状態に応じたサービスが提供できるように努めます。 

表 56【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 6,094 6,608 6,835 7,344 7,728 8,196

実績値 5,866 6,168 6,662 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 
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２ 地域密着型サービスの現状と方策 

（１）地域密着型サービス 

地域密着型サービスとは，高齢者が中重度の介護状態となっても，可能な限り住

みなれた自宅又は地域での生活を継続できるように提供されるサービスです。この

サービスは，保険者である市がサービス提供事業所の指定・指導監督の権限を有し

ており，本計画に基づいてサービス提供の基盤整備を図ります。 

①夜間対応型訪問介護 

【目的】 

夜間対応型訪問介護は，要介護者が介護その他の日常生活上の世話，緊急対応

などを受けることで，安心して生活を送ることができるようになることを目的と

します。 

【現状と課題】 

夜間定期的に巡回して行う訪問介護と，通報に基づき随時対応する訪問介護を

組み合わせたサービスです。現在，本市には事業所がなく，現状でのサービスの

利用はありません。 

【今後の方策】 

本市では，夜間利用のニーズが少ないと見込まれるため，本計画期間中の見込

量は0人／年とします。 

表 57【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 27 30 30 0 0 0

実績値 0 0 0 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

②認知症対応型通所介護 

【目的】 

認知症対応型通所介護は，認知症のある要介護者が日常生活上の世話，機能訓

練を受けることで，社会参加と心身機能の維持及び家族の身体的・精神的負担の

軽減を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

認知症の方向けのデイサービスセンター等の施設において，利用者と交流しな

がら，入浴，食事の提供，その他の日常生活上の世話と機能訓練が日帰りで受け

られるサービスです。現在，本市には事業所がなく，現状でのサービスの利用は

ありません。 

【今後の方策】 

本市では，通所介護事業所で対応できると考えていますので，本計画期間中の
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見込量は0人／年とします。 

表 58【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 19 20 20 0 0 0

実績値 0 0 0 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

③小規模多機能居宅介護 

【目的】 

小規模多機能居宅介護は，要介護者が日常生活上の世話や機能訓練を行い，能

力に応じ居宅で自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的と

します。 

【現状と課題】 

「通い」を中心として，利用者の状態等に応じて，随時「訪問」や「泊まり」

も組み合わせて利用できるサービスです。現在，本市には事業所がなく，現状で

のサービスの利用はありません。 

【今後の方策】 

本市では，ニーズが少ないと見込まれるため，本計画期間中の見込量は0人／

年とします。 

表 59【見込量と実績値】                        （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 0 252 266 0 0 0

実績値 0 0 0 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

 

④認知症対応型共同生活介護 

【目的】 

認知症対応型共同生活介護は，認知症の要介護者が共同生活する場で，日常生

活上の世話と機能訓練を受けることにより，能力に応じ自立した日常生活を営め

るようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

家庭的な環境と地域住民との交流の下，入浴・排泄・食事等の日常生活上の世

話と機能訓練を行うサービスで，認知症の高齢者が共同生活住居での自立した生
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活を営むことに貢献しています。市内では4事業所がサービスを提供しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後も利用者数の増加が見込まれま

す。 

【今後の方策】 

今後の高齢化の進行と認知症高齢者の増加に備え，適切な供給量の確保を図り

ます。また，事業所に適切な指導を行い，サービスの充実を図ります。 

表 60【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 48 57 63 54 57 62

実績値 41 40 44 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑤地域密着型特定施設入所者生活介護 

【目的】 

地域密着型特定施設入所者生活介護は，定員29人以下の小規模な有料老人ホ

ーム等に入居している要介護者が，その施設で能力に応じ自立した日常生活を営

めるようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

入浴・排泄・食事等の介護，日常生活や療養上の世話，機能訓練を受けるサー

ビスです。現在，本市には小規模な有料老人ホーム等がなく，現状でのサービス

の利用はありません。 

【今後の方策】 

本市では，既存の大型施設（50 名以上）で対応できると考えていますので，

本計画期間中の見込量は0人／年とします。 

表 61【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

【目的】 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，定員29人以下の小規模な特

別養護老人ホームに入所している要介護者が，その施設で能力に応じ自立した日
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常生活を営めるようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

入浴・排泄・食事等の介護，日常生活や療養上の世話，機能訓練，健康管理を

行うサービスであり，要介護者が地域密着型老人福祉施設で引き続き生活できる

よう支援し，できるだけ居宅の生活への復帰を目指します。現在，本市には小規

模な特別養護老人ホームがないため，サービスの利用はありません。 

【今後の方策】 

本市では，既存の大型施設（50 名以上）で対応できると考えていますので，

本計画期間中の見込量は0人／年とします。 

表 62【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

【目的】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は，重度要介護者ができるだけ居宅で能力

に応じ自立した日常生活を送れるよう，24 時間医療と身体介護を支援し，安心

した在宅生活を送れることを目的とします。 

【現状と課題】 

日中・夜間を通じて，訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら，定期巡回訪

問と随時の対応を行うサービスです。平成24年度から新たに設置されるサービ

スです。 

【今後の方策】 

国の制度として創設されましたが，本市ではニーズが少ないと見込まれるため，

本計画期間中の見込量は0人／年とします。 

表 63【見込量と実績値】                      （単位：人／月） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 - - - 0 0 0

実績値 - - - - - -
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⑧複合型サービス 

【目的】 

複合的サービスは，要介護者が日常生活上の世話，機能訓練，療養上の支援を

受け，能力に応じ居宅で自立した日常生活を営むことができるようにすることを

目的とします。 

【現状と課題】 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた，介護と看護サービスであ

り，医療ニーズの高い要介護者が在宅で引き続き生活できるように支援します。

平成24年度から新たに設置されるサービスです。 

【今後の方策】 

国の制度として創設されましたが，本市ではニーズが少ないと見込まれるため，

本計画期間中の見込量は0人／年とします。 

表 64【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 - - - 0 0 0

実績値 - - - - - -
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３ 施設サービスの現状と方策 

（１）施設サービス 

施設サービスとは，施設に入所して利用するサービスです。常時介護が必要な方

が利用する特別養護老人ホーム，リハビリテーションを受ける老人保健施設，医療

処置が必要な方が利用する療養型病床群があります。 

①介護老人福祉施設 

【目的】 

介護老人福祉施設は，在宅生活が困難な要介護者が，介護環境が整った特別養

護老人ホームに入所し，能力に応じた日常生活を営めるようにすることを目的と

します。 

【現状と課題】 

入浴・排泄・食事等の日常生活や療養上の世話，機能訓練，健康管理を行うサ

ービスで，利用者が引き続き生活できることに貢献しています。市内では２施設

がサービスを提供しています。 

利用者数の実績値は平成22年度，平成23年度と実績値が見込量を上回って

おり，今後も利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

福祉圏域内の他市町村との連携を図り，介護老人福祉施設の整備を検討します。

また，利用者の生活機能が向上するサービスを提供できるよう施設と連携し，サ

ービスの充実を図ります。 

表 65【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 130 141 145 197 216 229

実績値 130 161 162 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

②介護老人保健施設 

【目的】 

介護老人保健施設は，できるだけ居宅で能力に応じ自立した生活を営めるよう，

施設で必要なリハビリテーションを提供することで，要介護者が在宅復帰できる

ようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

病院での治療が終わった要介護者が家に戻ることをめざして，リハビリテーシ

ョン，看護や医学的管理下での介護が行われるサービスで，利用者が在宅復帰で

きるようになることに貢献しています。市内では１施設がサービスを提供してい

ます。 
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利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後も利用者の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

福祉圏域内の他市町村との連携を図り，介護老人保健施設の整備を検討します。

また，利用者の生活機能が向上するサービスを提供できるように施設と連携して，

サービスの充実を図ります。 

表 66【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 66 70 120 99 103 109

実績値 58 67 69 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 

 

③介護療養型医療施設 

【目的】 

介護療養型医療施設は，医療依存度が高い要介護者の療養生活が継続できるよ

うようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

医学的管理の下，看護，介護，リハビリテーションが行われるサービスで，利

用者が引き続き生活できることに貢献しています。 

なお，平成18年に示された医療制度改革において，介護療養病床については

平成23年度末までに廃止されることになりましたが，現在存続するものについ

ては６年間転換期限を延長することとなりました。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，市内にこの施設はなく，利用者はす

べて市外の施設を利用しています。 

【今後の方策】 

利用者の生活機能が向上するサービスを提供できるように施設と連携し，サー

ビスの充実を図ります。 

表 67【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成2４年度 平成25年度 平成26年度

見込量 10 10 - 9 9 9

実績値 10 8 7 - - -

（平成2３年度の実績値は，平成2３年10月現在の年度推計値） 
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４ 施設・居住系サービスの利用者の推計 

介護保険における３施設（介護老人福祉施設（地域密着型含む），介護老人保健施設，

介護療養型医療施設）のサービスは，在宅で生活することが困難な重度の要介護認定者

が利用できるようにする方向性が厚生労働省から示されています。 

そのため，平成 26 年度推計において施設サービス利用者のうち，要介護 4 及び 5

の認定を受けている方の割合が 70％以上になるよう指針が提示されています。本市で

は，昨今の施設利用者及びその利用者のうち要介護 4 及び 5 の利用状況を確認し，今

後の利用見込みを推計いたしました。 

表 68【施設・居住系サービスの利用者の推計】   （単位：人，％） 

 平成 24年度 平成25年度 平成26年度 

施設利用者数 

（Ｃ） 
305 328 347 

要介護4，5の 

利用者数（Ｄ） 
209 229 244 

要介護４，５の割合 

（Ｄ／Ｃ） 
68.5 69.8 70.3 
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５ 介護給付サービスの給付費の見込み 

表 69                                  （単位：千円） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

 （１）居宅サービス １，０４７，２０７ １，１０２，７０４ １，１７２，９４９

 ①訪問介護 ９２，５５８ ９５，９３４ １０１，３７８

 ②訪問入浴介護 １７，２６０ １８，４７８ １９，０４６

 ③訪問看護 ４２，０９５ ４４，０５１ ４６，１５１

 ④訪問リハビリテーション ３，３３０ ４，６２９ ５，４８５

 ⑤居宅療養管理指導 ９，１１８ １０，６１０ １２，４７１

 ⑥通所介護 ３９２，０５３ ４０９，６７０ ４３２，１２９

 ⑦通所リハビリテーション １３３，２８３ １４１，３９０ １４８，２６４

 ⑧短期入所生活介護 １１９，４１２ １２３，２１５ １３４，９９０

 ⑨短期入所療養介護 １４，５３３ １５，６５８ １６，６００

 ⑩特定施設入居者生活介護 ７３，３７３ ８０，０３０ ８９，２６１

 ⑪福祉用具貸与 ５０，２５１ ５２，７３６ ５３，４５９

⑫特定福祉用具販売 ２，６２９ ２，８９０ ３，１５１

⑬住宅改修 ６，４７９ ７，８２３ ９，１６７

 

⑭居宅介護支援 ９０，８３３ ９５，５９０ １０１，３９７

 （２）地域密着型サービス １５３，４５４ １６１，６１２ １７６，０８６

 ①夜間対応型訪問介護 ０ ０ ０

 ②認知症対応型通所介護 ０ ０ ０

 ③小規模多機能型居宅介護 ０ ０ ０

 ④認知症対応型共同生活介護 １５３，４５４ １６１，６１２ １７６，０８６

 ⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ０ ０ ０

⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ０ ０ ０

 

⑧複合型サービス ０ ０ ０

 （３）介護保険施設サービス ８９７，６２３ ９６４，１５３ １，０１９，６１０

 ①介護老人福祉施設 ５５９，５７５ ６１３，３５３ ６４９，６８３

 ②介護老人保健施設 ３０７，４５２ ３２０，２０４ ３３９，３３１

 ③介護療養型医療施設 ３０，５９６ ３０，５９６ ３０，５９６

介護給付費計（小計）→（Ⅰ） ２，０９８，２８３ ２，２２８，４６８ ２，３６８，６４３

※端数処理の関係により，計の数字は合いません。 
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第２節 予防給付サービスの見込み量と方策 

１ 介護予防サービスの現状と方策 

（１）介護予防サービス 

在宅で受けるサービスです。サービスの種類は介護給付サービスの居宅サービス

と同じですが，要支援状態の方（以下，「要支援者」という。）の自立支援になるよ

うなサービス内容となります。 

なお，どのようなサービスを利用するかマネジメントする介護予防支援は，原則

として地域包括支援センターが行います。 

①介護予防訪問介護 

【目的】 

介護予防訪問介護は，要支援者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した生活を

営めるよう，日常生活における行動の状態改善や悪化防止を目的とします。 

【現状と課題】 

訪問介護員（ホームヘルパー）などが居宅を訪問して，調理や掃除などを利用

者と一緒に行い，要支援者でできることが増えるように支援するサービスで，要

支援者の居宅での生活継続に貢献しています。市内では4事業所がサービスを提

供しています。 

利用者数の実績値は第4期の見込を下回って推移していますが，今後は利用者

数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

サービスを必要とする方への利用促進に努めるとともに，引き続き，介護予防

サービス事業所と連携し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 70【見込量と実績値】                        （単位：人／年） 

第４期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 764 870 984 348 444 540

実績値 309 250 250 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

②介護予防訪問入浴介護 

【目的】 

介護予防訪問入浴介護は，要支援者の居宅における入浴の支援を行い，身体の

清潔保持等の向上を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

移動入浴車等で居宅を訪問し，要支援者のできる行為を除いて，入浴の支援を

行うサービスです。現状でのサービスの利用はありません。市内では１事業所が
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サービスを提供しています。 

【今後の方策】 

居宅要支援者で訪問入浴介護が必要な方は少ない状況であるため，本計画期間

中の見込量は0人／年とします。 

表 71【見込量と実績値】                       （単位：回／年） 

第 4期計画 第５期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

③介護予防訪問看護 

【目的】 

介護予防訪問看護は，要支援者ができるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生

活を営めるよう医療面を支援し，安心した療養生活が送れることを目的とします。 

【現状と課題】 

主治医の判断に基づき，看護師等が療養上の世話又は診療の補助を行うサービ

スで，要支援者の居宅での生活継続に貢献しています。 

利用者数の実績値は第4期の見込を下回って推移していますが，利用者は増え

ており，今後も利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護予防サービス事業所と

連携し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 72【見込量と実績値】                       （単位：回／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 739 841 948 393 449 506

実績値 99 217 328 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

④介護予防訪問リハビリテーション 

【目的】 

介護予防訪問リハビリテーションは，要支援者ができるだけ居宅で能力に応じ

自立した日常生活を営めるよう，必要なリハビリテーションを受けることにより，

心身機能の維持回復を図ることを目的とします。 
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【現状と課題】 

心身機能の回復のために，理学療法士や作業療法士などが訪問して要支援者が

自身でできるリハビリテーションなどを指導するサービスで，要支援者の居宅で

の生活継続に貢献しています。 

利用者数の実績値は平成23年度に近隣市町で事業所が増えたことにより利用

者が増えており，今後も利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護予防サービス事業所と

連携し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 73【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 44 50 57 432 648 972

実績値 39 75 287 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

⑤介護予防居宅療養管理指導 

【目的】 

介護予防居宅療養管理指導は，要支援者ができるだけ居宅で能力に応じ自立し

た日常生活を営めるよう，療養上の管理指導を受けることにより，安心した療養

生活が送れることを目的とします。 

【現状と課題】 

医師，歯科医師等が訪問し，薬の飲み方などの療養上の管理及び指導を行うサ

ービスで，要支援者の居宅での生活継続に貢献しています。 

利用者数の実績値は平成22年度から利用者が増加しており，今後も利用者数

の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護予防サービス事業所と

連携し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 74【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 95 120 152 264 420 660

実績値 55 103 164 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 
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⑥介護予防通所介護 

【目的】 

介護予防通所介護は，要支援者が必要な日常生活上の世話と機能訓練を受ける

ことで，社会参加と機能訓練などを提供することで，心身機能の維持回復を図る

ことを目的とします。 

【現状と課題】 

デイサービスセンター等の施設において，食事や入浴などのサービスや生活機

能維持向上のための機能訓練を行うサービスで，要支援者の居宅での生活継続に

貢献しています。市内では13事業所がサービスを提供しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりで，今後も利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護予防サービス事業所と

連携し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 75【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 880 1,021 1,175 1,524 1,836 2,220

実績値 649 782 1,262 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

⑦介護予防通所リハビリテーション 

【目的】 

介護予防通所リハビリテーションは，要支援者ができるだけ居宅で能力に応じ

自立した日常生活を営めるよう，必要なリハビリテーションを提供することで，

心身機能の維持向上を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

介護老人保健施設，病院，診療所において，生活機能維持向上のための理学療

法，作業療法，その他必要なリハビリテーションを行うサービスで，要支援者の

居宅での生活継続に貢献しています。市内では3事業所がサービスを提供してい

ます。 

利用者数の実績値は平成 23 年度において実績値が見込み量を上回っており，

リハビリテーションサービスを利用される方が多かったことが推測されます。今

後も利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護予防サービス事業所と

連携し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 
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表76【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 430 507 631 1,344 1,740 2,280

実績値 296 385 1,024 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

⑧介護予防短期入所生活介護 

【目的】 

介護予防短期入所生活介護は，要支援者ができるだけ居宅で能力に応じ自立し

た日常生活を営めるよう，介護その他の日常生活上の支援と機能訓練を受けるこ

とにより，心身の機能の維持回復及び家族の身体的・精神的負担の軽減を図るこ

とを目的とします。 

【現状と課題】 

特別養護老人ホームや老人短期入所施設等に短期間入所し，入浴，排泄，食事

等の支援や，生活機能維持向上のための機能訓練を行うサービスで，要支援者の

居宅での生活継続に貢献しています。市内では4事業所がサービスを提供してい

ます。 

利用者数の実績値は平成22年度から利用者が増加しており今後も利用者数の

増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護予防サービス事業所と

連携し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 

表 77【見込量と実績値】                       （単位：日／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 212 242 273 588 674 759

実績値 96 228 365 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

⑨介護予防短期入所療養介護 

【目的】 

介護予防短期入所療養介護は，要支援者ができるだけ居宅で能力に応じ自立し

た日常生活を営めるよう，安心した生活を送ること及び家族の身体的・精神的負

担の軽減を図ることを目的とします。 
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【現状と課題】 

介護老人保健施設等へ短期間入所し，看護，医学的管理下における介護及び機

能訓練，その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うサービスで，要支援者

の居宅での生活継続に貢献しています。市内では2事業所がサービスを提供して

います。 

利用者数の実績値は下表のとおりで，今後も利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

医学的管理が必要となる方の増加を見込み，適切な供給量の確保に努めるとと

もに，引き続き，介護サービス事業所と連携し，提供されるサービス内容の充実

を図ります。 

表 78【見込量と実績値】                        （単位：日／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 214 244 275 70 80 90

実績値 23 46 59 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

⑩介護予防特定施設入居者生活介護 

【目的】 

介護予防特定施設入居者生活介護は，有料老人ホーム等に入居している要支援

者が能力に応じ自立した生活ができるよう，心身機能の維持回復を図るとともに，

生活機能の向上をめざすことを目的とします。 

【現状と課題】 

入浴，排泄，食事等の支援，その他の日常生活や療養上の支援，機能訓練を受

けるサービスであり，要支援者が施設で引き続き自立した生活継続に貢献してい

ます。介護予防特定施設入居者生活介護事業所は市内になく，市外の事業所を利

用しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりで，今後も利用者数は微増に留まると見込ま

れます。 

【今後の方策】 

適切な供給量の確保に努めるとともに，引き続き，介護予防サービス事業所と

連携し，提供されるサービス内容の充実を図ります。 
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表79【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 2 2 2 5 5 6

実績値 4 4 4 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

⑪介護予防福祉用具貸与 

【目的】 

介護予防福祉用具貸与は，要支援者ができるだけ居宅で自立した日常生活を営

むことができるようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

歩行器や歩行補助杖など12種類の福祉用具について，市内の3事業所等が貸

与しており，要支援者の居宅での生活継続に貢献しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，今後は利用者数の増加が見込まれま

す。 

【今後の方策】 

引き続き，利用者が必要とする福祉用具が適切に貸与されるよう情報を提供す

るなど，サービスの充実を図ります。 

表 80【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 333 379 428 288 336 384

実績値 260 235 235 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

⑫特定介護予防福祉用具購入 

【目的】 

特定介護予防福祉用具購入は，要支援者ができるだけ居宅で自立した日常生活

を営むことができるようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

入浴や排泄など5種類の特定福祉用具について，購入に要した費用を，1年間

10万円を対象限度額とし，その9割を給付するサービスで，要支援者が在宅で

引き続き自立した生活継続に貢献しています。市内では4事業所がサービスを提

供しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，定期的に利用するサービスではない
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ので，その年度によって利用の状況が異なりますが，今後は利用者数の増加が見

込まれます。 

【今後の方策】 

引き続き，個人の身体状況に応じた適切な用具の選定ができるよう情報を提供

するなど，サービスの充実を図ります。 

表 81【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 21 21 22 28 32 36

実績値 20 11 11 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

⑬介護予防住宅改修 

【目的】 

介護予防住宅改修は，要支援者ができるだけ居宅で自立した日常生活を営むこ

とができるようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

手すりの取り付けや段差解消の住宅改修費用を，20 万円を対象限度額とし，

その９割を給付するサービスで，要支援者の居宅での生活継続に貢献しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，定期的に利用するサービスではない

ので，その年度によって利用の状況が異なりますが，今後は利用者数の増加が見

込まれます。 

【今後の方策】 

引き続き，サービス内容の周知を図ります。 

表 82【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 21 21 22 28 32 36

実績値 21 12 12 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

⑭介護予防支援 

【目的】 

介護予防支援は，要支援者ができるだけ居宅で自立した日常生活を営むことが

できるようにすることを目的とします。 
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【現状と課題】 

地域包括支援センターの介護支援専門員（ケアマネージャー）が介護予防サー

ビス計画（ケアプラン）を作成するとともに，介護予防サービスが利用できるよ

うサービス事業者との連絡・調整を行うサービスで，要支援者の適切なサービス

利用に貢献しています。市内では１事業所（地域包括支援センター）がサービス

を提供しています。 

利用者数の実績値は下表のとおりであり，要支援認定者は増加していますが，

福祉用具販売や住宅改修のみの利用者がいるなどで，介護予防支援の利用者はあ

まり増加していませんが，今後は利用者数の増加が見込まれます。 

【今後の方策】 

利用者の生活機能が向上するサービスを提供できるように努めます。 

表 83【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 1,503 1,711 1,933 996 1,200 1,464

実績値 958 823 823 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 
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２ 地域密着型介護予防サービスの現状と方策 

要支援の状態の方（以下，「要支援者」という。）が利用できる地域密着型サービスで

す。地域密着型サービスのうち，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護，認

知症対応型共同生活介護が該当します。 

このサービスは，保険者である市がサービス提供事業所の指定・指導権限を有してお

り，本計画に基づいてサービス提供の基盤整備を図ります。 

①介護予防認知症対応型通所介護 

【目的】 

介護予防認知症対応型通所介護は，認知症のある要支援者が日常生活上の支援，機

能訓練を受けることで，社会参加と心身機能の維持改善を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

認知症の方向けのデイサービスセンター等の施設において，利用者と交流しながら，

食事，入浴などの提供，生活機能維持向上のための機能訓練を日帰りで受けるサービ

スで，認知症の要支援者が在宅で引き続き自立した生活ができるように支援します。

現在，本市には事業所がなく，現状でのサービスの利用はありません。 

【今後の方策】 

本市では，通所介護事業所が対応できると考えているので，本計画期間中の見込量

は0人／年とします。 

表 84【見込量と実績値】                       （単位：回／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

②介護予防小規模多機能居宅介護 

【目的】 

介護予防小規模多機能居宅介護は，要支援者が日常生活上の支援及び機能訓練を行

い，能力に応じ居宅で自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的と

します。 

【現状と課題】 

「通い」を中心として，利用者の状態等に応じて，随時「訪問」や「泊まり」を組

み合わせて利用するサービスで，要支援者が在宅で引き続き自立した生活ができるよ

う支援します。現在，本市には事業所がなく，現状でのサービスの利用はありません。 

【今後の方策】 

本市では，ニーズが少ないと見込まれるため，本計画期間中の見込量は0人／年と

します。 
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表85【見込量と実績値】                       （単位：人／年） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 0 48 50 0 0 0

実績値 0 0 0 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 

 

③介護予防認知症対応型共同生活介護 

【目的】 

介護予防認知症対応型共同生活介護は，認知症のある要支援者が共同生活する場で，

日常生活上の支援と機能訓練を受けることにより，能力に応じ自立した日常生活を営

めるようにすることを目的とします。 

【現状と課題】 

家庭的な環境と地域住民との交流のもと，入浴，排泄，食事等の日常生活上の支援

及び機能訓練を行うサービスで，認知症の要支援者が共同生活住居での自立した生活

ができるように支援します。市内では4事業所がサービスを提供していますが，現状

でのサービスの利用はありません。 

【今後の方策】 

本市では，ニーズが少ないと見込まれるため，本計画期間中の見込量は0人／年と

します。 

表 86【見込量と実績値】                       （単位：人／月） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

見込量 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 - - -

（平成23年度の実績値は，平成23年 10月現在の年度推計値） 
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３ 予防給付サービスの給付費の見込み 

表 87                                 単位：千円 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

 （１）介護予防サービス １３９，８４９ １７６，４４２ ２２３，７７３

 ①介護予防訪問介護 ６，５９５ ８，１５８ ９，７２２

 ②介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０

 ③介護予防訪問看護 ３，０９７ ３，５４４ ３，９９１

 ④介護予防訪問リハビリテーション ９，７８９ １４，６８４ ２２，０２６

 ⑤介護予防居宅療養管理指導 １，３９９ ２，２４１ ３，５９６

 ⑥介護予防通所介護 ４９，９３９ ６０，５６６ ７２，９４９

 ⑦介護予防通所リハビリテーション ５０，２３３ ６５，６８６ ８６，７５８

 ⑧介護予防短期入所生活介護 ４，０５８ ４，６５２ ５，２３９

 ⑨介護予防短期入所療養介護 ４７４ ５４２ ６１１

 ⑩介護予防特定施設入居者生活介護 ４，８３０ ５，３０３ ５，９４５

 ⑪介護予防福祉用具貸与 １，０９１ １，２８９ １，４６７

⑫特定介護予防福祉用具販売 ６９７ ７９０ ８８３

⑬住宅改修 ３，３３７ ３，７９３ ４，２５０

 

⑭介護予防支援 ４，３１０ ５，１９３ ６，３３５

 （２）地域密着型介護予防サービス ０ ０ ０

 ①介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０

 ②介護予防小規模多機能型居宅介護 ０ ０ ０

 ③介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０

予防サービス総費用計（小計）→（Ⅱ） １３９，８４９ １７６，４４２ ２２３，７７３

※端数処理の関係により，計の数字は合いません。 
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第３節 地域支援事業 

１ 介護予防事業 

介護予防とは，高齢者の運動機能や栄養状態といった個々の要素の改善をめざすとと

もに，心身機能の改善や環境調整などを通じて，一人ひとりの生きがいや自己実現のた

めの取組みを支援することです。介護予防事業では，高齢者個々の状態・状況に応じて，

適切な予防サービスを提供します。 

 

（１）介護予防二次予防事業 

①特定高齢者把握事業 

【目的】 

要介護，要支援状態に移行するおそれのある虚弱な高齢者を早期に把握するこ

とを目的とします。 

【現状と課題】 

すべての第１号被保険者を対象として，市内各地域で生活機能評価特定健診を

行い，加齢，疾病，環境の変化，精神的要因による生活機能の低下がないか把握

し，要介護，要支援状態に移行するおそれのある介護予防特定高齢者施策の候補

者を選定しています。候補者に対して保健師，管理栄養士，歯科衛生士による訪

問調査を実施しています。 

平成２２年８月に地域支援事業実施要綱の一部改正があり，生活機能評価特定

健診が必須ではなくなったため，基本チェックリストにより把握しています。 

平成２３年度は，基本チェックリストを含めた日常生活圏域ニーズ調査で６５

歳以上の方全員の調査を行い，回収率は73.2％でした。 

表 88 生活機能評価特定健診結果 （単位：日，％，人） 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度

開 催 日 数  28 23 －

対 象 者 数  8,440 8,836 －

受 診 者 数  3,130 2,654 －

受 診 率 32 30 －

候補者数 179 124 －
把握状況 

把握者数 159 124 －

【今後の方策】 

日常生活圏域ニーズ調査の未回答者，65 歳になる方や転入された方へ基本チ

ェックリスト等を発送・回収し，二次予防事業対象者を把握します。また，基本

チェックリスト未返送者を確認し，その方の状況を確認して適切に対応します。

平成 26 年度には，65 歳以上の方全員に基本チェックリスト等を発送・回収し
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ます。 

表 89 基本チェックリスト発送予定数         （単位：枚） 

 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

基本チェックリスト発送予定数 4,000 1,000 12,000 

 

②通所型介護予防事業 

【目的】 

通所により高齢者同士の交流，日常動作訓練，趣味活動等の各種プログラムを

提供することにより，二次予防事業対象者の状態の維持・改善を目的とします。 

【現状と課題】 

いきいきプラザ・げんき館では，特定高齢者把握事業で「生活が不活発又は生

活機能の低下」がある方で，他者との交流や趣味活動により改善が図れる方を対

象に，週１回通所し，各種プログラムへ参加することによって，日常生活動作の

維持や社会参加の機会を確保しています。 

機能訓練は，脳血管疾患後遺症者・リウマチ・パーキンソン患者等で介護保険

を利用しない方を対象とし，保健センターに月２回通所して，理学療法士の指導

を受けながら，日常生活動作の維持・改善や社会参加の機会を確保しています。 

膝痛・腰痛教室は，生活機能が低下している方を対象に，理学療法士の指導プ

ログラムを実施する教室です。（東日本大震災により事業が中断しています。日常

生活圏域ニーズ調査では，6,789 名の回答者中829名の方が関節疾患の治療を

しています。） 

【今後の方策】 

いきいきプラザ・げんき館の事業や機能訓練事業，膝痛・腰痛教室等を継続し

て実施します。また，今後の高齢者の状況把握結果に基づき，新たに必要となる

事業を検討します。 

表 90 いきいきプラザ・げんき館通所事業利用状況と推計       （単位：日，人） 

第 4期計画 第 5期計画  

平成21年度 平成22年度 平成2３年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

開館日数 279 266 144 275 275 275

登録人数 92 92 78 80 80 80

延べ利用人数 2,709 2,389 1,351 2,700 2,730 2,750

※１ 平成 22 年度は，東日本大震災により平成 23 年 3 月 11 日以降事業を休止し，平成

23年 4月に再開しました。 

※２ 平成 23年度の実績値は，平成23年 9月末現在。 
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表91 機能訓練利用状況と推計                   （単位：日，人） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

開催日数 24 23 12 24 24 24

登録人数 28 21 22 23 24 25

前年増減 －5 －7 1 1 1 1

延べ参加人数 456 474 199 400 430 450

※１ 平成 23年度の実績値は，平成23年 9月末現在。 

※２ 前年増減は，登録人数の増減。 

 

③訪問型介護予防事業 

【目的】 

閉じこもり，認知症，うつ等のおそれのある二次予防事業対象者等の居宅を訪

問し，必要な相談・指導等を行うことにより，状態の維持・改善を目的とします。 

【現状と課題】 

個別栄養指導は，低栄養であることや調理が困難になっている方を対象に，管

理栄養士が栄養改善のための指導や高齢者が簡単に栄養を取れるための調理方法

の指導を行っています。また，食の自立支援事業希望者を訪問し，栄養状態と調

理の実施状況，買い物の方法を確認して高齢者の食に関する課題や問題点を把握

しています。 

口腔ケア指導は，口腔機能が低下している方を対象に，歯科衛生士が自分の歯

や義歯の手入れ，噛む・飲むことに関する運動方法の指導を行っています。 

今後の高齢化により，さらなる専門職の確保が必要となります。 

【今後の方策】 

二次予防事業対象者などに，専門職が訪問して支援・指導を行います。また，

高齢化に応じて，専門職の確保に努めます。 

表 92 訪問指導実施状況と推計 

第 4期計画 第 5期計画 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

回 人 回 人 回 人 回 人 回 人 回 人 

個別栄養指導 15 10 7 6 2 2 5 5 5 5 5 5 

個別栄養指導 

（食の自立支援利用者） 

50 58 57 63 26 28 60 60 65 65 70 70

口腔ケア指導 6 3 4 2 5 5 10 10 15 15 20 20
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④介護予防特定高齢者施策評価事業 

【目的】 

本市の介護予防の効果を検証するため，介護予防二次予防事業の事業評価を行

い，事業の実施方法等を改善することを目的とします。 

【現状と課題】 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行っています。 

また，茨城県立健康プラザで，障害調整健康余命を計るＤＡＬＥを開発し，県

内市町村で活用しています。 

なお，厚生労働省では，介護予防の事業評価を行う際に下記評価を行うことを

提示しています。 

◎プロセス評価：事業の実施過程等に係る指標により行われる評価 

◎アウトプット評価：投入された事業量に係る指標により行われる評価 

◎アウトカム評価：要支援・要介護への移行防止等の事業成果に係る指標によ

り行われる評価 

二次介護予防事業により，生活機能低下に対する効果はあると思われますが，

認知症等の疾患により要介護等認定を受ける方はいます。また，介護予防事業を

利用しないで要介護等認定を受ける方もいるので，予防事業の周知や利用方法に

ついて検討する必要性があります。 

表 93 プロセス評価                           （単位：人） 

 平成 21年度 平成 22年度 

介護予防が必要という情報提供があった高齢者数（Ａ） 159 172

本人・家族からの相談 0 19

基本健康診査（生活機能評価） 159 124

医療機関からの情報提供 0 0

民生委員等からの情報提供 0 0

地域団体等からの情報提供 0 0

要介護認定被該当者 0 0

訪問活動等による実態把握 0 1

高齢者実態把握調査等 0 0

要支援・要介護者からの移行 0 0

内
訳 

その他 0 28
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表94 アウトプット評価（投入された事業量に係る指標により行われる評価）  （単位：％） 

 平成２１年度 平成２２年度 

介護予防ケアマネージメント実施件数（実施率） 

（実施率＝実施件数÷実施予定件数） 
－ － 

事業実施回数（実施率）（実施率＝実施回数÷実施予定回数） － － 

事業参加者数（実施率）（実施率＝実施回数÷実施予定回数） － － 

表 95 アウトカム評価                           （単位：人） 

 平成２１年度 平成２２年度 

新規認定申請者数 ２７８ ２９５ 

非該当 ５ ０ 

要支援１ ２６ ２９ 

要支援２ １２ ３０ 

要介護１ ８６ ８９ 

要介護２ ５２ ７１ 

要介護３ ４１ ２８ 

要介護４ ３４ ２９ 

新規認定者数 

要介護５ ２２ １９ 

要支援１＋要支援２＋要介護１の人数 １２４ １４８ 

【今後の方策】 

検証結果に基づき，事業内容を検討します。また，予防効果について，時系列

の評価ができる方法を検討・実行します。介護予防事業の効果により，要介護等

認定状況がどのように変化しているか，介護保険事業計画上の進捗管理に活用で

きるようにします。 

 

（２）介護予防一次予防事業 

①介護予防普及啓発事業 

【目的】 

市民に，幅広く介護予防に関する知識を理解してもらうことを目的とします。 

【現状と課題】 

地域包括支援センターでは，介護予防に関する相談を受け，必要な支援を行う

とともに，介護予防に資する基本的な知識を普及・啓発するために各種講座の開

催や研修での講師，パンフレットの作成・配布，広報紙やホームページへの情報

掲載等を行っています。 

介護予防に関する栄養や認知症，口腔ケア等の知識を深めるために，出前サロ

ンや老人クラブでの講座や民生委員・児童委員協議会等の研修などを行っていま

す。 
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講座受講希望者の年齢等を考慮した講座カリキュラムの設定が必要です。また，

講座で学習したことをチェックできるシート等により，学習したことの習熟度を

計れるものが求められます。 

【今後の方策】 

各種講座の開催やパンフレット作成のほか，利用者視点に立った生活機能別の

サービスをわかりやすくまとめた冊子の作成や市内のサービス事業所の情報を提

供します。 

なお，講座については一般的な情報提供の講座のほかにステップアップした講

座の開設を検討するとともに，今回の日常生活圏域ニーズ調査から整理された課

題を抽出し，その改善方法をまとめた自己チェックシートの作成・配布を検討し

ます。 

表 96 介護予防普及啓発事業実施状況と予定            （単位：回，人，枚） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

講座・研修開催数 82 82 13 50 50 50 

講座・研修参加者数 1,106 1,026 168 300 300 300 

パンフレット配布数 830 1,358 － 1,000 1,000 1,000 

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

 

②地域介護予防活動支援事業 

【目的】 

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修や介護予防に資

する地域活動組織の育成・支援等を行い，地域での介護予防活動を推進すること

を目的とします。 

【現状と方策】 

平成２２年度から認知症予防ボランティアの育成をＮＰＯ法人と協力して始め

ました。 

今後，地域での介護予防活動を推進するためには，市民だけでなく，地域企業

等の協力も必要です。また，地域で活動できるボランティアの育成や地域で活動

している市民や団体を把握し，ネットワークを構築することが必要です。 
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表97 地域介護予防活動支援事業実施状況 

平成 21年度 平成22年度 平成 23年度 

回 人 回 人 回 人 

ボランティア等の人材育成 4 56 3 37 ― ― 

認知症ボランティア講座 1 27 ― ― ― ― 内
訳 認知症のためのサポーター養成講座 3 29 3 37 ― ― 

社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動 16 395 4 74 ― ― 

転倒予防教室 ― ― 4 74 ― ― 

リ・フレッシュ講座 8 69 ― ― ― ― 内
訳 

地域介護予防講座 8 326 ― ― ― ― 

その他 12 39 13 384 5 21 

認知症の方の家族のつどい 12 39 12 72 5 21 内
訳 認知症講演会 ― ― 1 312 ― ― 

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

【今後の方策】 

転倒予防教室などの健康教室を引き続き開催します。 

認知症について学習する機会を設けるほか，認知症サポーターや認知症ボラン

ティア，認知症予防ボランティア（脳活コーチ）などを養成する講座を開催しま

す。特に認知症サポーターについては，市民だけでなく地域企業や店舗等向けの

講座を開催し，地域への協力要請を検討します。 

また，サポーターやボランティアが地域で活動するための場所や体制づくりを

支援することについて日常生活圏域ごとに検討します。 

表 98 地域介護予防活動支援事業実施予定 

平成 24年度 平成25年度 平成 26年度 

回 人 回 人 回 人 

ボランティア等の人材育成 8 110 8 110 8 110

認知症ボランティア講座 2 30 2 30 2 30 

認知症のためのサポーター養成講座 3 50 3 50 3 50 内
訳 

脳活コーチ育成講座 3 30 3 30 3 30 

社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動 8 350 8 350 8 350

転倒予防教室 3 50 3 50 3 50 内
訳 地域介護予防講座 5 300 5 300 5 300

その他 1 350 1 350 1 350

内
訳 

認知症講演会 1 350 1 350 1 350
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③介護予防一般高齢者施策評価事業 

【目的】 

本市の介護予防の効果を検証するため，介護予防一次予防事業の事業評価を行

い，事業の実施方法等を改善することを目的とします。 

【現状と方策】 

介護予防事業が効果的に実施できているか，介護予防二次予防事業と一体的に

評価を行っています。 

なお，厚生労働省では介護予防の事業評価を行う際に下記評価を行うことを提

示しています。 

一次介護予防事業により，介護予防の認識は広まりつつありますが，同じこと

を何度か繰り返すことで習得する人，基本を習得した後の次へのステップを求め

る人などがいます。このため，市民の中で対象を分けて学習する講座を検討し，

全ての人に介護予防の認識を広めるため，事業の周知や利用方法について検討す

る必要があります。 

表 99 アウトプット・アウトカム評価 

 平成 21年度 平成22年度 

回数 0 1 
介護予防に関する講演会等 

人数 0 312 

回数 16 ― 
介護予防に関する講座 

人数 395 ― 

回数 4 3 
ボランティア育成のための研修会 

人数 56 37 

地域活動組織への支援・協力等 － ― 

当該年度に新規に創設された地域活動組織 － ― 

作成 － － 
介護予防に関するパンフレット 

配布 830 1,358 

【今後の方策】 

介護予防二次予防事業と一体的に評価を行うとともに，介護予防の認識が広ま

っているか，理解され実行できているかの評価を行います。 
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２ 包括的支援事業 

包括的支援事業とは，介護予防サービスが必要な高齢者に，高齢者の望む生活スタイ

ルを実現するために必要なサービスを調整する介護予防ケアマネジメント事業，高齢者

の生活全般に係る相談を受ける総合相談支援事業，高齢者への虐待や成年後見，消費者

被害対応などを行う権利擁護事業，高齢者の生活機能を向上するための相談・指導を行

う生活機能相談事業，介護支援専門員（ケアマネージャー）への支援や介護サービス従

事者の資質向上を行う包括的・継続的ケアマネジメント事業のことです。 

 

①介護予防ケアマネジメント事業 

【目的】 

二次予防事業対象者に効果的な介護予防事業を提供できるよう支援し，身体的・精

神的機能や社会生活の維持向上を図ることを目的とします。 

【現状と課題】 

二次予防事業対象者に対し，保健師が運動機能低下を，管理栄養士が栄養改善を，

歯科衛生士が口腔ケアのマネジメントを行っています。 

第 4期計画期間中は，介護予防ケアプラン作成が必要となる方がいませんでした。 

【今後の方策】 

二次予防事業対象者に対し，アセスメントを行い，適切な予防ケアプランを検討し

ます。また，継続的評価と定期的にモニタリングを実施します。 

高齢者が病院から退院する際，何らかの支援が必要な方に，退院後の在宅生活が安

定するよう，一時的に必要な杖・シルバーカー等を貸与するなど生活機能相談事業を

活用し支援します。 

また，二次予防事業対象者が潜在化しないよう，特定高齢者把握事業に基づき対象

者の把握に努めます。 

 

②総合相談支援事業・権利擁護事業・生活機能相談事業 

◎総合相談支援事業 

【目的】 

高齢者のあらゆる相談を受ける窓口として，住みな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にすることを目的とします。 

【現状と課題】 

地域と連携して，高齢者が生活を継続するために必要となる地域包括支援ネット

ワークを構築します。 

活動内容の中には，電話・面接による福祉相談への対応や介護保険に関する情報

提供及び啓発活動のほか，65 歳以上の独居世帯及び高齢者世帯の健康・生活状態

の実態把握などがあり，当該世帯への訪問を行います。 

広く総合相談を実施するため，在宅介護支援センターを地域包括支援センターの
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地域における相談窓口として位置づけ，日常生活圏域の高齢者在宅介護に関する相

談窓口として，在宅介護支援センターに24時間・365日対応できるよう業務を委

託しています。 

第 4期計画期間の相談では，末期がんなどの緊急対応が必要なケース，認知症の

心配はあるが高齢者本人が受診を拒否するケースなど，相談の内容が多様化してい

ます。加えて，高齢者が身近で相談できる環境が求められています。 

【今後の方策】 

引き続き，24時間・365日対応の窓口として在宅介護支援センター４か所に総

合相談窓口を設置します。 

日常生活圏域に相談窓口を設置するなど，身近で相談できる体制を整備すること

を検討します。また，ワンストップサービス窓口として高齢者やその家族のみに限

らず対象者を拡大することを関係機関と協議します。 

地域連携の拠点として，地域にあるインフォーマルサービスの情報整理と連携を

重視し，介護・医療，専門職・インフォーマル，行政・市民など，多種多様なネッ

トワークの構築を検討します。 

表 100 総合相談件数の推移と推計                     （単位：件） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

相談件数 414 275 341 400 500 600

認知症 134 78 60 70 90 110

生活機能連携数 10 24 11 15 25 35
再
掲 

げんき館紹介 5 9 7 10 15 20

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

 

◎権利擁護事業 

【目的】 

高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し，安心して生活を行うことができ

るよう，専門的・継続的な視点から高齢者の生活を支援することを目的とします。 

【現状と課題】 

高齢者虐待は多くなっています。高齢者虐待解決のために弁護士や臨床心理士を

交えたネットワークミーティングを開催しています。虐待はほとんど家庭内で発生

しており，施設からの虐待通報は少ない状況にあります。 

虐待を防止するためには，市民に虐待についての理解を広げていくことが課題で

す。 

なお，成年後見制度の相談件数は少なく，消費者被害に関する相談も年 1～2 件

です。 
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表101 権利擁護対応状況                        （単位：件） 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

高齢者虐待件数 １７ １１ ４ 

成年後見相談件数 ５ １ １ 

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

【今後の方策】 

高齢者虐待に関する啓発を進めるとともに，虐待への対応や防止，擁護者への支

援を行います。 

判断能力が低下した高齢者の成年後見制度利用について，必要な支援を行います。 

また，消費者被害について消費生活センターと連携して支援します。 

 

◎生活機能相談事業 

【目的】 

高齢者の日常生活における心身能力を維持・向上することで，高齢者の生活を支

援することを目的とします。 

【現状と課題】 

身の回りのことや外出，住宅改修など日常生活を送るうえでの心配ごとや困った

ことがある場合に備えて，相談窓口を地域包括支援センターに週4日，10：00～

17：00まで開設しています。 
相談には専門の相談員として理学療法士等が対応しています。また，介護予防に

もなることから，生活不活発病についての啓発を行うとともに，過去の相談・指導

をもとにマニュアルを作成しました。 

【今後の方策】 

高齢者の生活機能を向上するための専門相談窓口を引き続き開設し，訪問対応も

します。 

表 102 生活機能相談件数の推移と推計                  （単位：件） 

第 4期計画 第 5期計画  

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

相談件数 98 141 57 130 140 160 

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

 

③包括的・継続的ケアマネジメント事業 

【目的】 

ケアマネージャー等への支援をすることで，高齢者の生活上の課題を解決すること

を目的とします。 
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【現状と課題】 

主治医・ケアマネージャー等との他職種協働や地域の関係機関との連携を通じてケ

アマネジメントの後方支援を行います。 

地域のケアマネージャー等に対する個別相談によりケアプラン作成技術の指導を行

っています。また，地域のケアマネージャーが抱える支援困難事例への助言指導，各

種研修会の開催等によるケアマネージャーの資質向上を図っています。 

このほか，医療機関を含む関係施設やボランティアなど，様々な地域における社会

資源との連携・協力体制を整備し，包括的・継続的なケア体制の構築を行っています。 

公的サービスに限らず，様々なインフォーマルサービスもあることから，ケアマネ

ージャーがサービスの情報を取得しやすい環境が必要となっています。また，要介護

状態の高齢者のケアにおいて重要になるため疾病に関する知識を得ることも必要です。 

【今後の方策】 

介護サービスの質の向上を図るため，ケアマネージャーへの情報提供を行います。

特に，インフォーマルサービスについての情報提供を行います。今後さらに医療依存

度の高い介護保険対象者の増加が見込まれることから，適切な医療連携が図れるよう

なネットワーク構築を検討します。 

多様な認知症の症状にあわせてサービスが展開できるように，ケアプランや認知症

支援のための研修を実施するとともに，情報共有のため介護サービス事業所連絡会議

を開催します。 

表 103 包括的・継続的相談事例件数，研修会等開催状況と今後の見込み（単位：件，回） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

包括的・継続的相

談事例件数 
32 30 28 40 40 40

各種研修会開催数 5 9 1 10 10 10

介護サービス事業

所連絡会議 
7 2 0 3 3 3

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 
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３ 任意事業 

介護予防事業，包括的支援事業以外に高齢者やその家族に必要な支援を行うことを市

の判断で実施している事業です。 

 

（１）家族介護支援事業 

①紙おむつの支給 

【目的】 

在宅介護をしている家族に紙おむつ等を支給し介護支援することを目的としま

す。 

【現状と課題】 

要介護 4・5 の認定を受けた市民税非課税の寝たきり高齢者等を，在宅で介護

している家族に紙おむつや尿取りパッドを支給しています。 

高齢者が，医療機関への入院や介護施設への長期間の入所等により減少傾向に

あります。 

【今後の方策】 

紙おむつや尿取りパッドの支給を引き続き実施します。また，退院や退所時に

紙おむつの支給が再開できるよう連絡体制を強化します。 

表 104 紙おむつ等の支給状況と利用見込み               （単位：人，枚） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成 22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成 26年度

対象者数 58 57 32 40 40 40

紙おむつ 12,090 11,100 4,470 10,200 11,500 13,100

利用者１人当たり 237 189 151 510 575 655

尿取りパット 10,800 9,720 5,520 12,500 14,200 16,000

配
布
枚
数 

利用者１人当たり 600 669 456 625 710 800

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

 

②徘徊高齢者家族支援事業 

【目的】 

在宅認知症高齢者を介護している家族が徘徊時に早期発見できるようにし，介

護支援することを目的とします。 

【現状と課題】 

認知症高齢者が徘徊した場合，早期に発見できるシステムを活用して居場所を

確認し，保護することによって未然に事故防止を図るなど，家族が安心して介護

できる環境整備として，位置を確認できる端末機を貸与しています。 

基本料及び使用料は利用者負担です。 
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携帯電話所持者が増加し，ＧＰＳ機能を活用することで利用者が増えない状況

にあります。 

【今後の方策】 

携帯電話を所持していない高齢者もいるので，徘徊高齢者家族支援を引き続き

実施します。また，効果的な徘徊高齢者捜索方法も検討します。 

表 105 位置確認システムの利用状況と利用見込み           （単位：人，回） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用者数 2 1 0 3 3 3

検索数 1 0 0 6 6 6

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

 

③認知症の方の家族のつどい 

【目的】 

在宅で認知症高齢者を介護している家族に，定期的に話をする場を設けること

で介護負担を軽減し，介護支援することを目的とします。 

【現状と課題】 

家族の方々が，介護や疾病の悩みについて話し合う場として月1回実施してい

ます。介護者同士で介護の悩みを共有したり，お互いにアドバイスをしています。 

また，2か月に1回臨床心理士が同席し，専門的な助言を行っています。 

参加者はその時によって異なりますが，長期間参加している方もいらっしゃい

ます。 

【今後の方策】 

家族が悩みを共有する場として，認知症の方の家族のつどいを引き続き行いま

す。また，公益社団法人「認知症の人と家族の会茨城県支部」などの情報提供を

含めて支援方法を検討します。 

表 106 認知症の方の家族のつどい参加状況と参加見込み         （単位：人） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

延べ参加者数 ３９ ７２ 21 50 55 60 

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

 

（２）介護給付費用等適正化事業 

①介護給付費用等適正化事業 

【目的】 

介護給付費用を適正に使用しているか確認することにより，介護保険制度の持
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続可能性を高めることを目的とします。 

【現状と課題】 

適正に介護サービスを利用されているかの検証，制度趣旨の周知や健全な事業

展開のための必要な情報提供，給付費の通知，ケアプランのチェック等により，

サービス利用者への適切なサービスの提供，介護給付費の適正化に努めています。 

◎要介護認定の適正化 

認定調査を全件チェックするとともに，介護認定審査会の合議体間格差を防ぐ

ようにしています。また，認定調査に関する研修会を随時開催するとともに，茨

城県が主催する調査員研修会・審査員研修会・担当者研修会などに参加していま

す。 

◎ケアマネジメント等の適正化 

住宅改修・福祉用具購入，軽度認定者への福祉用具貸与や要介護認定有効期間

の半数を超える短期入所サービス利用に関するケアプランチェックを全件行って

います。 

このほか，状況に応じたケアプランチェックも随時行っています。 

◎事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求の適正化 

国民健康保険団体連合会からの介護給付等適正化情報を活用し，介護保険給付

の内容確認を行っています。 

また，平成23年度から介護給付費通知の発送を行います。 

表 107 ケアプランチェック等の状況       （単位：件） 

平成２１年度 平成２２年度 平成 2３年度 

2２２ ２１５ 2１0

※平成2３年度は予定数です。 

【今後の方策】 

引き続き，適切な要介護認定，要介護状態や生活機能の改善に資するようなケ

アプランチェックを実施します。 

介護給付の内容を確認するため，介護給付費通知を発送して利用者への周知を

図ります。 
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表 108 介護給付適正化事業一覧 

重要事業 重要事業の各項目 

認定調査チェック 

介護認定審査会合議体間格差の防止 
要介護認定の 

適正化 
認定調査員，介護認定審査会委員研修会等の参加 

ケアプランチェック 
ケアマネジメント等の適正化 

住宅改修・福祉用具購入等の確認 

医療情報との突合 国民健康保険団体連合会介護

給付適正化システムの活用 縦覧点検 
事業所のサービス提供体制及

び介護報酬請求の適正化 
介護給付費通知の発送 

※本市は，全ての適正化事業を実施しております。 

 

（３）地域自立生活支援事業 

①食の自立支援事業 

【目的】 

調理が困難で，栄養管理が必要なひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯で，本

人市民税非課税の方を対象に，食生活への支援をすることを目的とします。 

【現状と課題】 

管理栄養士のアセスメントのもと，栄養バランスの取れた食事を週3回限度に

宅配弁当業者が配達しています。 

利用者は減少していますが，一人当たりの利用回数は増加しています。 

【今後の方策】 

高齢者の食生活の向上のため，食の自立支援事業を引き続き行います。 

表 109 食の自立支援事業実施状況と利用見込み           （単位：回，人） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用者数 52 44 23 30 35 40

配食数 3,334 3,721 1,647 3,700 4,100 4,600

（平成23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

 

（４）その他事業 

①成年後見利用支援事業 

【目的】 

高齢者に成年後見制度を利用するための支援を行うことにより地域において尊

厳のある生活が維持できるようにすることを目的とします。 
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【現状と課題】 

精神上の障がいにより判断能力が不十分な方を法律面や生活面で支援するため

に，４親等以内の親族がいないこと，もしくは親族がいても音信不通で申立をし

てもらえない方の成年後見開始審判の申立等を市長が行う事業です。 

この事業により，判断能力が不十分な方に財産管理や契約，悪徳商法などにか

かわるトラブルが発生したときの認知症高齢者等の権利を守る一つの方法となり

ます。 

成年後見制度に関する相談はありますが，財産管理・身上看護など，個人の権

利に関わるため，親族対応が多い状況です。そのため事業の利用はあまりありま

せん。 

表 110 成年権利要支援事業利用状況と今後の見込み           （単位：件） 

第 4期計画 第 5期計画 
 

平成 21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用件数 ２ ０ 0 1 1 1 

（平成 23年度の実績値は，平成23年９月末現在） 

【今後の方策】 

高齢化により親族の協力が得られずに，判断能力が低下した高齢者が成年後見

制度を利用できない可能性があるため，引き続き事業を実施します。 
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第４節 介護保険料の算定 

１ 第５期介護保険料の算定 

標準給付見込額から，第1号被保険者負担金(標準給付見込額と地域支援事業費の合計

額の 21％)，調整交付金相当額，調整交付金見込額，介護給付費準備基金取崩額などを

算出して，介護保険料収納必要額を算出します。その結果，第5期計画期間における介

護保険料収納必要額は1,830,584,005円となりました。 

この額を予定介護保険料収納率（98.00％）で割り，さらに所得段階別加入割合補正

後被保険者数（計画期間中の合計で35,071人）で割って，保険料の年額を算出します。

計算の結果，第5期における標準保険料は月額で4,438円となります。 

これを，第1期と比較すると80.95％，第2期と比較すると49.02％のアップとな

り，第３期と比較すると1.85％のダウンとなり，第4期と比較すると1.33％のアップ

となります。 

表 111【介護保険料の算定】 （単位：円） 

第５期計画期間 
 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 合計 

標準給付費見込額 2,436,058,457 2,657,925,758 2,916,585,843 8,010,570,058

地域支援事業費 41,076,000 44,514,000 48,240,000 133,830,000

第１号被保険者負担分相当額 520,198,236 567,512,349 622,613,427 1,710,324,012

調整交付金相当額 121,802,923 132,896,288 145,829,292 400,528,503

調整交付金見込交付割合 0.00% 0.00% 0.00% 

後期高齢者加入割合補正係数 1.2346 1.2346 1.2346 
 

所得段階別加入割合補正係数 1.0815 1.0815 1.0815 

調整交付金見込額 0 0 0 0

財政安定化基金償還金  

財政安定化基金拠出率 0.0% 

介護給付費準備基金取崩額  272,300,000

財政安定化基金取崩による交付額  7,968,510

介護保険料収納必要額  1,830,584,005

所得段階別加入割合補正後被保険者数（人） 10,875 人 11,644 人 12,553 人 35,071 人

予定介護保険料収納率 98.00% 

保険料（月額） 4,438

※端数処理の関係により，計の数字が合わないものがあります。 

この介護保険料の算定は平成 23 年度 12 月時点での推計値です。今後，修正する可能性があります。 
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表 112【参考 第１期，第２期，第３期，第４期計画期間との比較】 

 第１期計画期間 第２期計画期間 第３期計画期間 第４期計画期間 第５期計画期間 

基準額（年額：円） 29,400 35,700 54,200 52,500 53,200

第１期比 ― 21.42％↑ 84.35％↑ 78.57％↑ 80.95％↑

第２期比 ― ― 51.82％↑ 47.05％↑ 49.02％↑

第３期比 ― ― ― 3.13％↓ 1.85％↓

第４期比 ― ― ― ― 1.33％↑
 


