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第１章 計画の策定にあたって 

 

 

 

 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える仕組みとして、平成12年に介護保険制度が創

設されました。 

介護保険制度は、その創設から20年が経ち、サービス利用者は制度創設時の３倍を

超え、550万人に達しており、介護サービス提供事業者も着実に増加し、介護が必要な

高齢者の生活の支えとして定着、発展してきました。 

一方、2025年（令和７年）にはいわゆる団塊の世代すべてが75歳以上となるほか、

2040年（令和22年）にはいわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上になるなど、人口の高

齢化は、今後さらに進展することが見込まれます。 

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

慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくた

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支援が

包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を地域の実情に応じて深化・推進して

いくことが重要となります。 

このため、国においては平成26年に地域包括ケアシステムの構築及び介護保険制度

の持続可能性の確保のため、地域支援事業の充実、低所得者の保険料軽減強化、予防

給付のうち訪問介護及び通所介護の地域支援事業への移行、介護老人福祉施設への新

規入所者を原則要介護３以上の高齢者へ限定すること及び所得・資産のある人の利用

者負担の見直し等が行われ、平成29年には、保険者機能の強化等による自立支援・重

度化防止に向けた取り組みの推進、医療・介護の連携の推進、地域共生社会の実現に

向けた取り組みの推進、現役世代並みの所得のある人の利用者負担割合の見直し及び

介護納付金における総報酬割の導入等の介護保険制度の見直しが行われました。 

また、令和２年には子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生

きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現を図るため、市町村の

包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供

体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務

効率化の取り組みの強化などの見直しが行われました。 

現在蔓延している新型コロナウイルス感染症による影響が、どの程度今後の計画の

推進に及んでいくのか見通せない部分はありますが、こうした状況や制度改正を踏ま

え、高齢者の生活全般にかかる課題に対応するための基本的目標と、その実現のため

に取り組むべき施策を明らかし、本町の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築に

向けて、深化・推進するため「第８期北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画」を

策定します。 

 

 

1．計画策定の趣旨 
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 この計画は、医療・介護・福祉をはじめとする高齢者施策に関する総合計画として 

介護保険法第 117 条（市町村介護保険事業計画）及び老人福祉法第 20 条の８（市 

町村老人福祉計画）に基づき、国の介護保険事業に係る基本方針等を踏まえ、「介護 

保険事業計画」と「高齢者福祉計画」を一体の計画として策定するものであり、本町 

における介護保険制度の計画的・効果的な運営を規定するとともに、高齢者一般施策 

との調和を図りながら、すべての高齢者に対応した施策を展開するものです。 

 また、本町の最上位計画であり、令和２年に９月に改訂された「第２次北栄町まちづ

くりビジョン」、同年３月に策定された「北栄町地域福祉推進計画」との整合性を図る

とともに、「健康ほくえい計画」と調和を図りながら、日常生活圏域における地域包括

ケアシステムの構築に向けた総合的な施策推進を図るものです。 

第２次 北栄町まちづくりビジョン 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 

地域資源で稼ぎ賑わう

まちづくり 

（産業・観光） 

第２節 

生涯学び未来を育てる 

まちづくり 

（教育・生涯学習・子育て

文化・スポーツ） 

第３節 

誰一人取り残さない 

まちづくり 

（人権・福祉・健康・男

女） 

２．計画の位置づけ 

第４節 

安全で持続可能な 

まちづくり 

（環境・インフラ・安

全・生活） 

第５節 

人と人とのつながりを育む

まちづくり 

（ｺﾐｭﾆﾃｨ・町政・交流 

・移住定住） 

第６節 

健全な財政運営 

第２項 地域福祉の充実 

１．地域福祉の充実 

２．高齢者福祉の充実 

３．障がい者福祉の充実 

 

 

 

第８期 

北栄町介護保険事業計画 

 高齢者福祉計画 

健康ほくえい計画 
子ども子育て支援事業計画 

障がい者計画・障がい福祉計画 

障がい児福祉計画 

北栄町地域福祉推進計画（地域福祉計画・地域福祉活動計画） 

 

調和 
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 計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間です。 

 第８期介護保険事業計画（以下「第８期計画」という。）は、高齢化のピークを迎 

える時期に向け、第７期計画で策定した地域包括ケアシステム実現のための方向性を 

継承しつつ、在宅医療と介護の連携、認知症施策等の取り組みを本格化していくため 

の計画となります。 

 そのため、令和７年度のサービス水準、給付費や保険料水準を踏まえ、中長期的な 

視点に立った施策の展開を図る計画となります。 

 

 

 

                              

            

                             

                             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                  ▲         

              団塊世代が 75 歳に 

                              

 

 

 

 

 この計画の策定にあたっては、高齢者福祉施策に関して幅広い意見を聴くため、保 

健・医療・福祉の関係者や学識経験者、町民代表等を委員とする「北栄町介護保険事 

業計画・高齢者福祉計画策定委員会」を中心に協議し策定を行いました。 

 

 

 

 

 この計画は、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」、「北栄町介護保険事業計画・高

齢者福祉計画策定委員会」、「パブリックコメント」など多様な意見を伺い策定していま

す。 

 

 

第 7 期計画 

H30～R２ 

第９期計画 

R６～R８ 

第 10 期計画 

R９～R11 

４．計画策定体制 

第８期計画 

R３～R５ 

３．計画期間 

５．多様な意見の反映 

令和７年(2025)年度までの見通し 
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●介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」は、要介護状態となる前の本町の高齢者につ

いて 

○ 要介護状態になる各種リスクの発生状況 

○ 各種リスクに影響を与える日常生活の状況 

を把握することを目的としています。この調査結果のデータは、地域包括ケア「見える

化」システム（※１）に登録することで、経年比較や地域間比較などの地域診断が可能

となり、介護予防・日常生活支援総合事業の進捗管理や事業評価に活用することができ

ます。 

 

（※１）地域包括ケア「見える化」システムは、都道府県・市町村における介護保険

事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するための国の情報システム

です。 

 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果 

 

調査対象者  北栄町在住の 65 歳以上の方（要介護１～５の認定を受けていない方） 

調査対象人数 4,494 人（対象者全数） 

調査方法   調査票を郵送し、回収する 

調査期間   令和２年６月 1 日～令和２年６月 24 日  

回答数    2,923 人（回収率 65.0％） 

 

①調査の目的 

高齢者の日常生活実態を把握し、本町における地域を含めた課題整理を行い、今後

目指すべき地域包括ケアシステムのあり方とサービス基盤整備の方向性を検討する

ための基礎資料とするものです。 

 

②調査の内容 

この調査は、国の「地域包括ケア「見える化」システム」に調査結果を登録し将 

来的に他自治体と比較するために、「あなたのご家族や生活状況について」、「からだ

を動かすことについて」、「食べることについて」、「毎日の生活について」、「地域 

での活動について」、「たすけあいについて」、「健康について」、「認知症にかかる相談

窓口の把握について」の８つのテーマ、計 56 問で構成されています。 

 

③調査分析状況 

調査の集計結果と「地域包括ケア「見える化」システム」に調査結果を登録し、 

「見える化」されたデータを元に本町における高齢者等の日常生活実態の把握と 

課題抽出の作業を行い、この計画に反映させています。 
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ア 「運動器機能」または「転倒」にリスクを抱える高齢者の現状 

調査対象者のうち 12.6％の人が、運動器機能が低下するリスク（※２）を抱え

ています。 

また、30.7％の人が転倒しやすいリスク（※３）を抱えています。 

このような運動器の機能が低下している高齢者や、転倒リスクのある高齢者の地

域分布も参考にしながら、理学療法士等のリハビリ専門職を地域のサロンなど集い

の場に派遣して、介護予防に有効な運動方法の指導を行ったり、本町の介護予防体

操「こけないからだ講座」の地域への更なる普及促進、また、介護予防運動教室等

により、高齢者が効果的な運動に気軽に取り組める環境づくりを進め、併せて保健

師による健康指導や栄養士による食生活改善指導を必要に応じて行うなど、リスク

低減への取り組み強化が必要です。 

 

（※２）「15 分位続けて歩いていますか」などの運動器機能の低下を測る５つの 

設問のうち３問以上に該当した人を「運動器機能の低下リスクあり」として判定し

ています。 

（※３）「過去１年間に転んだ経験がありますか」との設問で、「何度もある」または「一

度ある」のいずれか該当した人を「転倒リスクあり」として判定しています。 

 

 

イ 「閉じこもり」または「うつ病」のリスクを抱える高齢者の現状 

調査対象者のうち 17.1％の人が、閉じこもりリスク（※４）を抱えています。前

回調査より増加しましたが、外出が減った理由として新型コロナウイルスによるた

めと回答された方が多くあったためだと考えられます。また、34.2％の人がうつ病

のリスク（※５）を抱えています。このような閉じこもり傾向にある高齢者や、う

つ病のリスクがある高齢者の状況を踏まえ、地域のサロンといった集いの場の充実、

さらに介護予防運動教室により、高齢者が気軽に交流できる環境づくりを進め、ま

た必要に応じて保健師等の専門職による個別訪問によるアプローチが必要です。 

 

（※４）「週１回以上は外出していますか」との設問で、「ほとんど外出しない」または「週

１回」のいずれかに該当した人を「閉じこもりリスクあり」として判定しています。 

 

（※５）「この１ヵ月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがあり

ましたか」など、うつ病の危険性を測る２つの設問のいずれか１つでも該当した人

を「うつ病のリスクあり」として判定しています。 
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ウ 「栄養改善」にリスクを抱える高齢者の現状 

調査対象者のうち 14.5％の人が、栄養改善リスク（※６）を抱えています。その

内、10.1％の人が独居高齢者であり、28.5％の人が高齢者夫婦２人暮らしとなって

います。このような栄養状態の悪化は介護が必要となるリスクの増加につながり、

特に独居高齢者や高齢者夫婦２人暮らしの世帯は、栄養バランスの欠如が心配され

ます。保健師や栄養士による健康指導の実施、地域での見守り活動の充実強化によ

りリスク低減に取り組む必要があります。 

 

（※６）ＢＭＩ（体重（Kg）÷｛身長（m）×身長（m）｝）＜18.5 に該当した人を「栄養状

態にリスクあり」として判定しています。 

 

 

  エ 「参加者」または「世話役」としての高齢者の参加意向 

調査対象者のうち 54.6％の人が、地域での健康づくりや趣味等のグループ活動

に参加している、あるいは参加の希望があるとの回答で、地域づくり活動に「参加

者」としての参加の意向をもっておられます。 

また、そのような活動の企画・運営者である「世話役」として参加意向のある人

は 35.5％となっています。このような皆様の意向を丁寧にくみ取って、家事など

の生活を支えるサービスや、住民同士のつながりを中心としたサロン活動など、高

齢者自らが能力を最大限に発揮して、その人らしい暮らしをつくっていく仕組みづ

くりを進めていく必要があります。 

 

 

  オ 認知症にかかる相談窓口の把握について 

調査対象者のうち、自分または家族に認知症の症状があると答えた方のうち、専

門機関に相談しているかとの質問に、40.3％の人が相談していない人と答えていま

す。また、29.2％の人が相談窓口を知らないと答えています。 

認知症は早期診断・早期対応が重要です。本人や家族が早期に、安心して相談で

きるように、身近に相談できる場を設置したり、相談窓口を周知すること、関係機

関等と連携し、認知症への早期対応を行い、状態に応じた適切な医療や介護サービ

スに円滑につなげていく必要があります。 
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地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応

する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制

の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推

進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取り組み

の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずるため、令和２年６

月12日に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律 （令和

２年法律第52号）」が公布され、社会福祉法・介護保険法・老人福祉法・地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律・社会福祉士及び介護福祉士法等

の一部が改正されました。 

 

●改正の概要 

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制

の構築の支援 

 

市町村において、既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の抱え

る課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う新たな事業（重層的支援体

制整備事業）及びその財政支援等の規定の創設と関係法律の規定整備。      

 

２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

 

① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の

努力義務を規定。 

② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定。 

③ 介護保険事業（支援） 計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の

見通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向

け住宅）の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る

都道府県・市町村間の情報連携の強化。 

 

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

 

① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者 

の状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報の提供

を求めることができると規定。 

② 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等の

データベース（介護 DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保

険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な

情報を、安全性を担保しつつ提供することができることとする。 

③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療

機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提供の業務を

追加。 

 

６．計画に関連した法律の改正の内容 
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４．介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化 

 

① 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化

の取り組みを追加。 

② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直し。 

③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措

置を、さらに５年間延長。 

 

５．社会福祉連携推進法人制度の創設 

 

   社会福祉事業に取り組む社会福祉法人や NPO 法人等を社員として、相互の 

業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する。 
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第２章 北栄町の介護保険事業の現状 

 

 

 

（１）高齢者の推移 

   本町の65歳以上の高齢者（第１号被保険者）は年々増加しており、令和２年９

月末現在で5,116人、高齢化率は34.6％となっています。また、75歳以上の後期

高齢者は同時点で、2,535人、後期高齢化率は17.2%となっています。 

将来推計では、第８期計画期間中においても65歳以上の高齢者は増加し、令和7

年には、65歳以上の高齢者は5,153人となり、平成30年と比較すると154人の増加

となります。 

一方で、65歳未満人口は、年々減少しており令和７年には8,507人となり平成30

年と比較すると1,633人減少となり、今後益々高齢化が進展していくと見込まれま

す。 

 
【北栄町の人口推計】

 
※平成30年～令和２年は９月末時点の住民基本台帳の数値。令和３年以降は令和2年数値を基に厚生労働省の推計方法を用

いて本町が推計した数値。 

 

 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

15,139 14,979 14,776 14,584 14,394 14,207 13,660 11,814

4,999 5,068 5,116 5,128 5,135 5,142 5,153 4,560

2,473 2,528 2,581 2,539 2,493 2,447 2,355 1,603

2,526 2,540 2,535 2,589 2,642 2,695 2,798 2,957

33.0% 33.8% 34.6% 35.2% 35.7% 36.2% 37.7% 38.6%

16.7% 17.0% 17.2% 17.8% 18.4% 19.0% 20.5% 25.0%

総 人 口（Ａ）

65歳以上人口(Ｂ）

前期高齢者
（～74歳）

後期高齢者（Ｃ）
(75歳以上）

高齢化率（Ｂ/Ａ）

後期高齢化率（Ｃ/Ａ）

2,526 2,540 2,535 2,589 2,642 2,695 2,798 2,957 

2,473 2,528 2,581 2,539 2,493 2,447 2,355 1,603 

10,140 9,911 9,660 9,456 9,259 9,065 8,507 7,254 

24.8% 33.8%
34.6% 35.2% 35.7% 36.2%

37.7% 38.6%

16.7% 17.0% 17.2% 17.8% 18.4% 19.0%
20.5%

25.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

総人口と高齢化率の推移
0～64歳 65～74歳
75歳以上（Ｃ） 高齢化率（Ｂ/Ａ）
後期高齢化率（Ｃ/Ａ）

１．高齢者の現状と今後の見込み 
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（２）要支援・要介護認定者の推移 

   第７期計画期間中の65歳以上の要支援・要介護認定者数は、多少の変動はある

ものの概ね横ばいで推移しており、令和２年９月末現在で741人となっていま

す。65歳以上の要介護認定率は、同時点で14.5%となっています。 

   鳥取県及び全国の要介護認定率は、同時点でそれぞれ19.4%、18.6%で、本町の

要介護認定率は鳥取県、全国と比較すると大きく下回っています。 

将来推計では、今後高齢者人口の増加から要支援・要介護者数も増加が見込ま

れ、令和７年には773人、要介護認定率は15.0%になる見込みです。 

   

【65歳以上の要介護度別人数及び要介護認定率の推移】 

 

※平成 30 年～令和２年は９月末時点の数値。令和３年以降は令和 2 年数値を基に厚生労働省の推計方法を用いて本

町が推計した数値。 

※要介護認定率＝認定者数÷高齢者数。  

 

 
 

 

 

区分 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

要支援１ 43 46 54 51 52 52 53 62

要支援２ 95 106 93 98 99 100 101 113

要介護１ 113 133 124 127 129 131 133 158

要介護２ 150 145 167 158 160 161 164 199

要介護３ 119 117 104 106 108 108 111 134

要介護４ 130 125 126 128 132 132 134 151

要介護５ 77 76 73 74 75 77 77 92

認定率 14.5% 14.8% 14.5% 14.5% 14.7% 14.8% 15.0% 19.9%

総数 727 748 741 742 755 761 773 909

高齢者数 4,999 5,068 5,116 5,128 5,135 5,142 5,153 4,560

43 46 54 51 52 52 53 62
95 106 93 98 99 100 101 113

113 133 124 127 129 131 133
158

150
145 167 158 160 161 164

199
119

117 104 106 108 108 111

134130 125 126 128 132 132 134

151
77 76 73 74 75 77 77

92

14.5% 14.8%
14.5% 14.5%

14.7% 14.8% 15.0%

19.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0

200

400

600

800

1000

1200

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

人
要介護（要支援）認定者数の推移

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率
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（３）認知症高齢者の推移 

 本町の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の人数は令和２年９月末時点で 560

人となっています。一方、要支援・要介護認定者に占める割合は増加しており 75.6％

となっています。 

 将来推計では、高齢者数の増加に伴い認知症高齢者も増加し、令和５年には 598

人、令和７年には 773 人になる見込みです。 

 
※平成 30 年～令和２年は９月末時点の要支援・要介護者数、認知症高齢者数。令和３年度以降の認知症高齢者数は過去

５年間の実績から推計した数値。 

※認知症生活自立度Ⅱa 以上とは、日常生活に支障をきたすような何らかの症状・行動がみられる方。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

要支援・要介護
認定者数（人）

727 748 741 742 755 761 773 909

認知症高齢者数
（人）（Ⅱa以上）

546 543 560 568 586 598 615 778

割 合 75.1% 72.6% 75.6% 76.6% 77.6% 78.6% 79.6% 85.6%

546 543 560 568 586 598 615 

778 

75.1% 72.6% 75.6% 76.6%
77.6% 78.6% 79.6%

85.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%
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0
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平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

人
要支援･要介護認定者における認知症高齢者の推移

認知症高齢者数

（人）（Ⅱa以上）

割 合
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（１）介護サービス（要介護１～５）の保険給付 

 

介護サービスについては、要介護認定者数は、概ね横ばいで推移していますが、居

宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスともに増加しています。（令和２年

度は推計） 

 サービス別では、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護の需要が高まって

いることがわかります。また、グループホーム、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設は横ばいで推移しており、定員数に変化がないためと考えられます。 

 

【介護給付費の推移】 

 

 

 

伸び率

件数（件） 給付費（円） 件数（件） 給付費（円） 件数（件） 給付費（円） H30/R2

10 ,844 550 ,394 ,494 10 ,965 566 ,461 ,388 11 ,035 576 ,135 ,063 4 .7%

訪問介護 676 56,290,925 616 55,914,661 586 53,717,399 -4.6%

訪問入浴介護 27 1,432,733 33 2,136,780 31 1,955,516 36.5%

訪問看護 390 15,548,921 368 13,843,536 382 13,999,203 -10.0%

訪問リハビリ 34 734,013 49 1,352,907 58 1,610,928 119.5%

居宅療養管理指導 106 545,841 105 523,028 113 566,765 3.8%

通所介護 2,072 226,248,293 2,149 233,132,339 2,256 249,225,786 10.2%

通所リハビリ 1,229 104,778,793 1,264 109,536,037 1,178 106,485,723 1.6%

短期入所生活介護 256 32,772,580 231 32,649,131 183 29,590,173 -9.7%

短期入所療養介護 254 16,996,478 283 20,505,965 261 20,103,620 18.3%

福祉用具貸与 2,176 30,948,284 2,178 30,803,216 2,283 33,056,477 6.8%

福祉用具購入費 32 782,118 40 907,139 31 1,020,587 30.5%

住宅改修費 32 1,922,467 35 3,138,370 39 2,925,233 52.2%

特定施設入居者生活介護 36 7,639,002 36 7,972,155 36 7,828,934 2.5%

居宅介護支援 3,524 53,754,046 3,578 54,046,124 3,597 54,048,723 0.5%

1 ,183 255 ,697 ,118 1 ,228 273 ,698 ,175 1 ,246 278 ,988 ,072 9 .1%

地域密着型通所介護 17 1,419,912 11 1,431,990 12 1,363,109 -4.0%

認知症対応型通所介護 24 3,819,501 25 4,648,338 22 3,954,299 3.5%

小規模多機能型居宅介護 296 43,999,638 333 55,987,541 362 61,127,082 38.9%

グループホーム 846 206,458,067 859 211,630,306 850 212,543,583 2.9%

2 ,051 549 ,721 ,099 1 ,920 524 ,921 ,190 1 ,982 564 ,698 ,477 2 .7%

介護老人福祉施設 713 178,842,985 681 173,694,273 693 182,080,599 1.8%

介護老人保健施設 1,338 370,878,114 1,239 351,226,917 1,289 382,617,878 3.2%

14 ,078 1 ,355 ,812 ,711 14 ,113 1 ,365 ,080 ,753 14 ,263 1 ,419 ,821 ,612 4 .7%

居宅サービス

施設サービス

介護給付費計

地域密着型サービス

平成30年度 令和元年度 令和２年度（推計）

２．第 7 期保険給付の実績把握 
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（２）予防サービス（要支援１・２）の保険給付 

 

予防サービスについては、要支援認定者数の変化と同じく、給付費は増加傾向にあ

ります。特に居宅サービスにおける通所リハビリテーションや福祉用具貸与の給付が

増加しており、近年のリハビリテーション専門職と連携した介護予防の取り組みか

ら、生活機能向上や環境整備にかかる給付が増加したものと思われます。 

一方、地域密着型サービスについては、対象者が居宅サービスを選択されることが

多いことから、給付は減少傾向にあります。 

 

【予防給付費の推移】 

 

 ※令和２年度は、令和２年４月～９月の実績から推計した数値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伸び率

件数（件） 給付費（円） 件数（件） 給付費（円） 件数（件） 給付費（円） H30/R2

2 ,679 36 ,955 ,576 2 ,771 39 ,461 ,770 2 ,871 39 ,950 ,997 8 .1%

訪問看護 154 4,445,141 138 4,422,520 132 4,414,670 -0.7%

訪問リハビリ 0 0 4 120,240 0 0 0.0%

居宅療養管理指導 11 58,212 5 26,460 0 0 皆減

通所介護 0 0 0 0 0 0 0.0%

通所リハビリ 519 19,702,971 564 21,454,639 573 21,378,514 8.5%

短期入所生活介護 6 143,615 6 181,731 2 73,023 -49.2%

短期入所療養介護 12 388,953 11 338,877 5 267,902 -31.1%

福祉用具貸与 836 5,441,927 869 5,583,331 902 5,986,896 10.0%

福祉用具購入費 24 413,188 22 439,794 33 630,357 52.6%

住宅改修費 30 1,567,469 29 1,954,488 27 1,927,058 22.9%

特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 0.0%

介護予防支援 1,087 4,794,100 1,123 4,939,690 1,198 5,272,577 10.0%

96 5 ,808 ,204 83 4 ,743 ,396 63 3 ,809 ,361 -34 .4%

小規模多機能型居宅介護 96 5,808,204 83 4,743,396 63 3,809,361 -34.4%

グループホーム 0 0 0 0 0 0 0.0%

2 ,775 42 ,763 ,780 2 ,854 44 ,205 ,166 2 ,935 43 ,760 ,357 2 .3%

平成30年度

居宅サービス

介護予防給付計

地域密着型サービス

令和２年度令和元年度
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第３章 基本理念及び基本目標 

 

 

 

 第８期計画の策定にあたっては、ますます進行する超高齢社会に対応するため、  

これまでの計画の基本方針や、北栄町まちづくりビジョン等、各種計画を踏まえ、以下

を基本理念として掲げます。 

 

 
基 本 理 念 

 

  

 地域で共に支えあいながら、いきいきと自分らしく暮らせる北栄町 

 

 

○一人ひとりの高齢者が健康な生活を長く続け、できる限り介護を必要としない状態を

保ち、たとえ介護が必要になってもそれ以上悪化せず、いきいきと過ごすことを支援

していきます。このためには高齢者の介護予防の取り組みだけでなく、中高年期から

保健事業と一体的に進めて行くことが必要です。また、認知症施策や権利擁護施策を

推進し、高齢者がいつまでも自分らしく暮らしていくための取り組みを実施していき

ます。 

 

○子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高

めあうことのできる地域共生社会の実現を目指します。このため、支え手側と受け手

側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいながら自分ら

しく活躍できる地域コミュニティを育成し、介護・福祉サービスと協働して助けあい

ながら暮らすことのできる仕組みを構築します。 

 

○近年頻発している自然災害や、新型コロナウイルスなどの突発的な脅威にさらされて

も、高齢者が安心して日々の生活を維持していけるよう、対策の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．計画の基本理念 
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（１）北栄町版地域包括ケアシステムの構築 

   本町における第８期計画の策定にあたっては、団塊の世代が 75 歳以上となる令

和７年に向けて、高齢者の要介護度が重度になっても、また、認知症高齢者が増加

しても住み慣れた地域で自立した生活を安心して続けることができるよう、医療や

介護、生活支援などのサービスが一体的に切れ目なく提供される地域包括ケアシス

テムの構築の実現を目指します。 

   そのため、町内各地域、各関係機関及び団体との連携を図り、地域資源の掘り起

こしと活用で、そこに住む高齢者の生きがいづくり・自立支援などのサービス提供

体制の整備を行います。 

 

地域包括ケアシステムの姿 

 
出典：厚生労働省資料 

 

 ○北栄町版地域包括ケアシステムとは 

  地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができ

るよう地域内で助けあう体制のことです。それぞれの地域の実情にあった医療・介護・介護予

防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制を目指します。 

今後は、自分でできることは自分でするという「自助」と、身近な地域における自発的な

支えあいである「互助」の意識を高め、専門職による医療・介護などのサービスと相互に連

携しあいながら在宅生活を支える仕組みを構築することが必要です。つまり、町民一人ひと

りが健康で生きがいのある生活を送ることや社会に積極的に参画することが「北栄町版 地

域包括ケアシステム」の重要な構成要素となります。 

本計画では、高齢者に対する生きがいづくりと自立支援、家族介護者に対する支援、地域

活動に対する地域力の向上支援など介護保険サービスと保険外サービスを含めて、住民・関

係団体・行政の協働による地域づくりを目指します。 

２．計画の基本目標 
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（２）高齢者が活躍できる場づくり 

   住民主体の通いの場を活性化させることにより、高齢者の身体機能を維持し、

社会参加を促すと共に、住民相互の支えあい活動への発展を推進していきます。

また、新たな通いの場の創設を支援し、高齢者の通いの場への参加率を高めてい

きます。 

 

（３）高齢者の尊厳及び安全の確保 

   成年後見制度の利用促進を進め、相談窓口の設置や支援体制の充実を図ってい

きます。また、高齢者虐待の防止のため、地域包括支援センターを中心として各

種支援制度の周知を行うと共に、介護施設等での権利擁護や虐待防止の研修を進

め、職員の資質向上、意識啓発を強化していきます。 

 

（４）認知症施策の推進 

   認知症になっても安心して暮らせる地域づくりのため、認知症の人やその家族

の視点に立った取り組みを推進し、住み慣れた地域の中で自分らしく暮らし続け

るための地域の理解を醸成していきます。また、認知症サポーターの養成を継続

して行い、認知症の人等のニーズに合った支援に繋げるよう仕組みを構築してい

きます。 

 

（５）新型コロナウイルス感染症、自然災害への備え 

 高齢者の集まる介護施設、通いの場等における新型コロナウイルス等の感染症

対策のレベルアップを図ると共に、豪雨災害等自然災害への備えを推進し、安心

安全な施設等の運営を支援していきます。 
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第４章 施策の展開 

 

 

 

●地域包括ケアシステムの構築のための重点取組事項 

 

（１）在宅医療・介護連携の推進 

【主な事業】 

   ・在宅医療・介護連携推進事業 

   

【現状と成果】 

   ○ ２次医療圏である中部圏域１市４町と中部医師会、中部総合事務所福祉保健

局が協働で設置した在宅医療・介護連携推進事業担当者会議を中心に在宅医療

介護連携を推進しています。 

   ○ 「中部圏域地域づくりしょいやの会」を年間 3 回（令和 2 年度は新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により中止）開催し、医療・介護関係者が一同に会し、

顔の見える関係づくりと医療と介護の連携のための研修会、意見交換会を行っ

ています。 

   ○ 本町単独の取り組みとして、地域ネットワーク会議にて、医療・介護関係者

対象の口腔ケアや看取り、エンディングノートの研修会・意見交換会を行って

います。 

   ○ 平成 29 年度より運用開始された「中部圏域入退院調整手順」については、

職能団体から意見も集約し随時更新しています。 

   ○ 医療・介護連携の推進に係るアンケート調査（中部圏域の病院を入退院され

たケースに対し、介護支援専門員より病院へ、病院より介護支援専門員へ連絡

調整があった割合や入退院に関する意見集約）を実施、令和元年度は入院時連

携率 77.6％、退院時連携率 89.0％となっています。 

   ○ 平成 30 年度、令和元年度と１次連携（各職能団体と行政との意見交換）、

2 次連携（医師会と薬剤師会と行政、医療機関連携窓口担当者と介護支援専門

員協議会と行政の意見交換）を実施しました。 

○ 「中部圏域地域づくりしょいやの会」、１次連携、２次連携等により抽出さ

れた単町だけでは解決できない共通する課題については、担当者会議を開催し、

１市４町が協働して取り組むこととし、対応策について協議を重ねています。 

   ○ 地域の医療・介護サービス資源マップ事業では、「しょいや！しょいや！在

宅医療介護連携情報サイト」ホームページを平成３０年度に開設し、順次更新

を行っています。 

   ○ 介護保険の理念である「尊厳の保持」、「自立生活の支援」の実現に向けて、

中部圏域版エンディングノート「わたしの未来ノート～大切な人に伝えたいこ

と～」を作成し、町民への普及啓発を図っています。 

   ○ 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業実施が困難な状

況となりましたが、サービス事業所の利用者と職員の感染予防のため、鳥取県

看護協会の協力のもと研修会を開催しました。 

１．第７期計画の振り返りと課題 
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  【課題】 

   ○ 医療介護連携にて把握された課題に対し、４つの場面（①日常の療養支援、

②入退院支援、③急変時の対応、④看取り）ごとに分析し、担当者会議等にて

目標や対応策を協議検討していく必要があります。 

   ○ 医療・介護関係者への支援について、医療と介護の事業所間や各専門職間の

相互理解や情報共有など連携を図るための研修会・意見交換会の開催や、認知

症や看取りについての知識向上に向けた研修会の開催にも取り組む必要があ

ります。 

   ○ 地域住民が在宅医療や介護について理解し、必要なサービスを適切に選択で

きるよう、また、人生の最終段階におけるケアの在り方や在宅での看取りに

ついて理解できるように啓発することが必要です。 

 

 

（２）認知症施策の推進 

【主な事業】 

   ・認知症地域支援・ケア向上事業  ・認知症初期集中支援推進事業 

・認知症サポーター養成事業    ・認知症高齢者等ご近所応援団事業 

・認知症ケア向上推進事業 

 

  【現状と成果】 

   ○ 認知症地域支援推進員が、介護サービス事業者や町民等からの認知症に関

する相談に応じるとともに、必要なサービス利用までの支援を行うなど、認

知症施策を推進しました。 

   ○ 認知症初期集中支援チームを設置し、認知症への早期対応を行うことで、

認知症の人の状態に応じた適切な医療や介護サービスに円滑に結び付けてい

く取り組みを行いました。 

 ○ 町健康診断（集団健診）にて、タッチパネル操作による物忘れ相談プログラ

ム（スクリーニング検査）を実施し、脳の健康チェックを行うことで認知症予

防についての啓発を行っています。また認知症の疑いのある人に対しては、個

別に介護予防教室の案内や専門医受診等の相談支援を行いました。 

 ○ 認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集える認知症カ

フェとして、ＮＰＯ法人まちづくりネット主催のオレンジカフェ「なう」が、

町内地域密着型サービス事業所の協力を得ながら運営されています。 

 ○ 認知症の人を見守り、支える地域づくりを推進するため、「認知症高齢者等

ご近所応援団（協力機関）」登録制度の協力機関を増やし、連携会議を開催す

ることで、協力機関、行政、警察で構築する「ほくえい見守り安心ネット」の

強化に取り組みました。 

○ 外出行動により行方不明になる心配がある方には「ほくえい見守り安心ネッ

ト」の周知・普及に取り組みました。また、令和元年度、警察、関係機関、大

島自治会と協働で「認知症の人が外出して行方不明になった」という想定で捜

索模擬訓練を行いました。 
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○ 認知症ケアの質の向上を目指し、町内地域密着型サービス事業者と地域包括

支援センターで認知症ケア向上連絡会を開催し、研修会、運動会、事例検討会

等を行いました。 

 ○ 認知症の人やその家族が安心して生活するためには、地域の人にも認知症に

ついて正しく理解をしていただくことが重要です。認知症サポーター養成講座

や認知症予防講演会等の実施により認知症に関する啓発活動に取り組みまし

た。３年間で 711 人養成しました。 

  

  【課題】 

   ○ 認知症の人やその家族が安心して生活するためには、ともに暮らす地域の人

が認知症について理解をしていただくことが重要です。捜索模擬訓練など、認

知症に関する啓発活動を継続し、より効果的に推進していくことが必要です。 

   ○ 認知症は早期診断・早期対応が重要です。本人や家族が早期に、安心して相

談できるように、身近に相談できる場を設置したり、相談窓口を周知すること

が大切です。関係機関と連携し、スクリーニングを実施することで、認知症へ

の早期対応を行い、状態に応じた適切な医療や介護サービスに円滑につなげて

いく必要があります。 

 

（３）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

【主な事業】 

・生活支援体制整備事業 

 

【現状と成果】 

○ 平成28年度に第１層生活支援コーディネーターを設置、その後、平成30年

度からは第２層の体制整備をすすめ、生活支援体制の充実を図ってきまし

た。第２層は小学校区単位で設定し、現在２名の生活支援コーディネーター

が活動しています。 

○ 生活支援コーディネーターは、地域における助けあい活動の推進をめざ

し、自治会単位で実施されている「いきいきサロン」や「支え愛連絡会」な

どへ参加し、住民の生活支援ニーズを把握するとともに、地域ケア会議や地

域ネットワーク会議などを通じて、地域課題の洗い出しを行っています。 

○ 把握した生活支援ニーズに対しては、その解決につながるよう、相談に応

じるとともに、必要に応じて「あったか♡まごころサービス」などの住民によ

る生活支援サービスの紹介、マッチングを行っています。また、これらの生

活支援サービスの充実にむけて、毎年、担い手の養成や研修修了者のフォロ

ーアップに取り組んでいます。 

○ 第１層協議体「ほくえい支え愛協議体」では、町全域の介護予防及び生活

支援サービスの提供体制や取り組みの方向について協議しました。また、第

２層協議体「よっしゃやらあ会」では、各地区とも毎月１回の定例会を設

け、生活支援コーディネーターとともに、生活課題の把握を行い、それにも

とづき、誰もが気軽に参加できる集いの場の設置（「にじいろカフェ」（大

栄地区）、「ほっこりひろば」（北条地区））と運営支援、自治会のいきい

きサロンの開催支援を行いました。 
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○ 高齢者の生活支援ニーズでは、買い物などの移動支援について、将来に向

けて心配する声が多くありました。そのため、町内法人の協力による共助交

通のしくみづくりについて検討し、２自治会の協力を得てスーパーまでの移

動支援のモデル運行を３回実施しました。 

 

【課題】 

○ 生活支援サービスについては、町外の訪問介護事業所などの利用により対

応できていますが、将来的に予測されるニーズをふまえ、身近な地域で支え

ることができるよう、住民主体のサービスの導入や助けあいによる活動を進

めていく必要があります。 

また、それに対応するため、生活支援サービスの活動を広く周知するとと

もに、さらなる担い手の養成や活動者へのフォローアップなど活動しやすい

環境を整備していく必要があります。 

   〇 住民の身近な生活課題として、移動について心配する声が多くあるため、

協議体においても、共助交通の取り組みや町内法人と連携した移動支援の方

法について、引き続き検討していきます。 

〇 介護予防に資する集いの場や生活支援サービス（あったか♡まごころサービ

ス、共助交通などの助けあい活動）は、今般の新型コロナウイルス感染症の

影響により活動が停滞しました。 

これらの活動は、介護予防のみならず、地域の見守りや助けあいの場とし

て、大きな役割を果たしていますので、感染症の予防や対策などを周知した

上で、活動の継続や新たな取り組みの支援を行っていく必要があります。 
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（１）日常生活圏域の設定 

  高齢者の生活を支える基盤の整備については、日常の生活を営む地域において  

様々なサービスを提供する拠点の整備が必要です。 

  高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるようにするため、人口、  

地理的・社会的条件等から、第７期計画と同じく、北栄町内を１つの日常生活圏域と

設定しました。 

 

（２）介護サービスの取組事項と量の見込み 

 ① 居宅サービス 

  居宅サービスの利用状況等にかかる情報の提供などにより、介護保険サービ事業者

の適正な参入を図るとともに、介護保険サービス事業者への制度等に関する必要な情

報の提供などにより、適切なサービスが提供される体制の確保に努めます。 

 

  ○訪問介護 

   ホームヘルパーが居宅に訪問し、食事・入浴・排せつ等の身体介護や、掃除・洗

濯・調理等の家事援助を行うサービスです。高齢者の増加に伴い増加することが見

込まれます。 

  【介護給付】 

   
 ※令和２年度以降は見込み 

 

○訪問入浴介護 

介護職員・看護職員が移動入浴車で訪問し、入浴介助を行うサービスです。 

【介護給付】 

 

【予防給付】 

   
 ※令和２年度以降は見込み 

 

 

 

 

２．第８期計画の取組 
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  ○訪問看護 

   看護師等が居宅を訪問し、医師指示に基づく医療処置や病状の観察等を行うサー

ビスです。 

【介護給付】 

   

【予防給付】 

   
 ※令和２年度以降は見込み 

 

○訪問リハビリテーション 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、医師の指示に基づき在宅

生活の中で必要なリハビリを行うサービスです。 

【介護給付】 

 

【予防給付】 

  
 ※令和２年度以降は見込み 

 

○居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士が居宅を訪問し、療

養上の管理や指導を行うサービスです。 

【介護給付】 

 

【予防給付】 

  
 ※令和２年度以降は見込み 
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○通所介護（デイサービス） 

  通所介護施設において入浴・食事等の日常生活上の世話、機能訓練などを行う

サービスです。定期的に通うことで生活にリズムが生まれること、また介護者の

介護軽減が期待できます。高齢者の増加に伴い、今後増加が見込まれます。 

  【介護給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 

 

○通所リハビリテーション（デイケア） 

通所リハビリテーション施設において理学療法士や作業療法士から日常生活に

必要な運動器機能回復のリハビリを行うサービスです。高齢者の増加に伴い、今後

増加が見込まれます。 

【介護給付】 

  

【予防給付】 

 
※令和２年度以降は見込み 

 

○短期入所生活介護（ショートステイ） 

介護老人福祉施設への短期入所により、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日

常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。介護者の体調不良や数日間留守

にしなければならないといった介護が一時的に困難な場合に利用されるものです。 

【介護給付】 

  

【予防給付】 

   
※令和２年度以降は見込み 
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○短期入所療養介護 

介護老人保健施設への短期入所により、看護、医学的管理下で、入浴・排せつ・

食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。 

【介護給付】 

  

【予防給付】 

   
※令和２年度以降は見込み 

 

○特定施設入居者生活介護 

  有料老人ホームなどに入居する方に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、その

他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービスです。 

【介護給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 

 

 

○福祉用具貸与 

自宅での日常生活の自立を助けるため福祉用具を貸与するサービスです。高齢

者増加に伴い、今後増加が見込まれます。 

 

車いす（付属品含む）（※１）
特殊寝台（付属品含む）（※１）
床ずれ防止用具（※１）
体位変換器（※１）
手すり（工事を伴わないもの）
スロープ（工事を伴わないもの）
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知器（※１）
移動用リフト（※１）
自動排せつ処理装置（※２）

対象となる品目

 

  （※１）原則として要支援１・２、要介護１の人は利用できません。 

（※２）原則として要支援１・２、要介護１～３の人は利用できません。 

【介護給付】 
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【予防給付】 

     
 ※令和２年度以降は見込み 

 

○福祉用具購入費 

自宅での日常生活の自立を助けるため、特定福祉用具の購入に対し給付を行う

サービスです。高齢者の増加に伴い、今後増加が見込まれます。

対象となる品目 腰掛便座（ポータブルトイレ）
自動排せつ処理装置の交換部品
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具

 

【介護給付】 

  

【予防給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 

 

○住宅改修費 

  自宅での日常生活の自立を助けるため、小規模な住宅改修の費用に対し給付を

行うサービスです。高齢者の増加に伴い、今後増加が見込まれます。 

  

対象となる工事 手すりの取り付け
段差の解消
引き戸などへの扉の取替え
すべり止め防止及び移動の円滑化のた
めの床、通路面の材料の変更
洋式便器などへの便器の取替え

 

【介護給付】 

  

【予防給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 
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○居宅介護支援 

  要支援・要介護と認定された人が、居宅において介護サービスを受ける際、介

護支援専門員（ケアマネジャー）が適正なサービスが計画的に受けられるよう、

居宅介護サービス計画（ケアプラン）を作成するサービスです。高齢者の増加に

伴い、今後増加が見込まれます。 

【介護給付】 

  

【予防給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 

 

○共生型サービス 

  地域共生社会の実現に向け、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、介護保険と障がい福祉制度に新たに位置付けられた「共生型

サービス」について、事業所の参入意向を注視し、制度に関する情報の提供を行

うなど適切なサービスの提供に向けて必要な支援を行います。 

 

②地域密着型サービス 

 認知症高齢者や中重度の要介護高齢者ができる限り地域での生活が継続できるよ

う、地域の特性に合わせ、利用者のニーズにきめ細かく応えるサービスを提供する

もので、平成18年度の介護保険法改正により創設されたものです。 

 サービスを利用できるのは、原則として北栄町の住民のみとなります。 

また、市町村が事業者の指定や監督を行うもので、必要であれば整備の促進を行

うとともに、サービスの周知や質の向上に向けた取り組みを推進します。 

   

○小規模多機能型居宅介護 

  「通い」を中心に「訪問」、短期間の「宿泊」サービスを柔軟に組み合わせ、入

浴・排せつ・食事等の日常生活上の介護や機能訓練を行うサービスです。高齢者

の増加に伴い、今後増加が見込まれます。 

【介護給付】 
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【予防給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 

 

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

   認知症の人に対し、共同生活を営む住居において入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。現在、町内のグループホー

ムが４施設（定員９人×２ユニット×４施設＝72人）のため、認知症の人の増加

に伴い、今後整備の検討が必要となります。 

【介護給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 

 

○認知症対応型通所介護 

認知症の人が認知症対応型通所介護事業所において、食事や入浴などの日常生

活の介護や機能訓練、認知症に対する専門的なケアを行うサービスです。 

【介護給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 

 

○地域密着型通所介護 

  定員18人以下の小規模な通所介護事業所において、入浴・食事等の日常生活上

の世話や機能訓練を行うサービスです。 

 

【介護給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 

 

③施設サービス  

  自宅で生活することが困難な人が施設に入所して受けるサービスです。近年入所待

ちの期間が長期化していることが課題となっています。 
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○介護老人福祉施設 

寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要な人が、施設において、入

浴や食事等の日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話を行うもので、原則要介

護３以上の人が利用できるサービスとなります。 

【介護給付】 

  
※令和２年度以降は見込み 

 

○介護老人保健施設 

  病状が安定している人に対し、施設において医学的管理のもとで看護、介護リハ

ビリテーションを行うもので、在宅への復帰を支援するサービスです。 

【介護給付】 

   
※令和２年度以降は見込み 

 

（３）介護給付等に要する費用の適正化 

  ①要介護認定の適正化 

    認定調査票及び主治医意見書の点検を行い、疑義があれば認定調査員や医療

機関に確認します。 

認定調査を委託する場合には、職員が調査内容を点検し、必要に応じて指導 

   を行うことで適正な調査を確保します。 

     

  ②ケアプランの点検 

    実地指導等において、ケアプランの点検を行い、利用者が真に必要とするサ

ービスを確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供を改善

し、ケアマネジメントの適正化に努めます。 

 

  ③住宅改修及び福祉用具購入・貸与の点検 

    住宅改修事前申請時に改修内容や工事見積書の点検を行うとともに、利用者

宅の実態調査や、利用者の状態等の確認及び施工状況の確認を行います。 

 また、国保連の適正化システムで福祉用具購入・貸与品目ごとの費用のばら

つきを調査し、平均から乖離しているものについては、事業所に確認を行い適

正化に努めます。 

  ④縦覧点検・医療情報との突合（国保連委託事業） 

    国保連介護給付適正化システムから提供される情報を活用し、請求情報の縦   

覧点検や、介護と医療情報との突合による請求実績の確認を行い、給付の適正   

化に努めます。 
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⑤介護給付費通知 

    介護サービス利用者に対して事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状

況等について通知（年２回）することにより、受給者や事業者に対して適切な

サービスの利用と提供を啓発します。 

 

（４）地域支援事業の取組事項と量の見込み 

地域支援事業とは、高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要

介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生

活を営むことができるよう支援するサービスです。 

 

①総合事業 

    要支援者、介護予防・生活支援サービス事業対象者（基本チェックリストを   

用いた簡易な形で要支援者に相当する状態等と判断された者）を対象とした介

護予防・生活支援サービス事業」と、全ての高齢者を対象とした「一般介護予

防事業」があります。 

    なお、事業の実施にあたっては、訪問・通所事業者に加えＮＰＯ、民間企

業、ボランティアなどの地域の多様な事業主体による多様なサービスの充実な

ど生活支援体制整備事業等の推進により受け皿の整備や地域の特性を生かした

取り組みなど効果的かつ効率的な支援の体制づくりを行っていきます。 

 

   ○介護予防・生活支援サービス事業 

    介護予防訪問介護（ホームヘルプ）・介護予防通所介護（デイサービス）相

当サービス、緩和した基準によるサービス、ボランティアなどによる生活支

援、リハビリテーション専門職等が行う短期集中予防サービス等、事業内容の

充実を図ります。 

平成30年度
（実績）

令和元年度
（実績）

令和2年度
（見込）

令和3年度
（見込）

令和4年度
（見込）

令和5年度
（見込）

介護予防訪問介護相当サービス 延人数 307 247 217 220 220 220

介護予防通所介護相当サービス 延人数 884 952 836 840 840 840

回数 48 48 48 48 48

延人数 397 355 480 520 540

回数 48 48 48 48 48 48

延人数 356 298 281 300 320 340

回数 96 48 48 48 48 48

延人数 761 435 375 400 420 440

回数 48 48 48 48 48 48

延人数 579 325 301 330 350 350

回数 48 48 48 48 48 48

延人数 320 286 377 400 420 420

第8期

はつらつ！お達者教室
（通所型サービスＡ）

区分

食べて！うたって！笑わー会！
（通所型サービスＡ）

パワーリハビリ教室
（短期集中予防サービス）

筋力アップ教室
（通所型サービスＡ）

リフレッシュ教室
（通所型サービスＡ）

単位

第7期
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   ○一般介護予防事業 

    全ての高齢者を対象に介護予防の普及啓発や高齢者の健康の保持増進   

を図ります。 

・介護予防対象者の把握    

各地域の見守り活動などを通じて収集した情報等の活用により、閉じこも

り等の何らかの支援を必要とする高齢者の把握に取り組み、介護予防へつな

げます。 

・介護予防普及啓発事業    

  認知症予防や運動器機能維持・向上、口腔面、低栄養予防等の講演会や認

知症サポーター養成講座を実施し、介護予防に関する知識の普及啓発と意識

の高揚を図ります。 

 ・介護予防運動サポーター養成講座 

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を行い、自

主的な地域活動の普及推進につなげます。 

・お口の機能向上事業 

  歯科衛生士の助言・指導により、一般高齢者に対して口腔機能向上に関す

る啓発を行います 

・リハビリテーション専門職派遣事業 

  リハビリテーションに関する専門職が、高齢者の有する能力を評価し、改

善の可能性を助言する等、リハビリテーション専門職派遣事業を継続します。 

・高齢者サークル活動支援事業 

  レクリエーション・趣味活動など高齢者が自主的に取り組むことで、健康

づくり、見守り活動など、介護予防が広がるよう支援します。 

・認知症予防教室 

  とっとり方式認知症予防プログラム（運動、知的活動、座学）を実施し、

認知機能の低下予防を図ります。（脳活クラブ） 

 ・運動器機能向上教室 

   理学療法士等による運動プログラムを実施し、転倒予防や体力の維持・向

上を図ります。（シニアファイト教室、転倒予防教室） 

 ・閉じこもり予防教室 

   閉じこもりがちな高齢者が、デイサービスを利用することで要介護状態に

なることを予防します。（生きがいデイサービス） 

 ・こけないからだ講座 

   童謡を歌いながら 6 種類の運動を行います。より筋力向上を図りたい方

は“おもり”を付けて行います。また、自治会単位を対象としているので、

顔なじみの人たちと一緒に取り組むことで閉じこもりの予防にもつながり

ます。 
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平成30年度
（実績）

令和元年度
（実績）

令和2年度
（見込）

令和3年度
（見込）

令和4年度
（見込）

令和5年度
（見込）

回数 10 9 4 8 8 10

延人数 271 264 176 200 200 250

回数 2 0 1 2 2 2

延人数 30 0 19 30 30 30

回数 6 3 3 3 3 3

延人数 33 51 40 45 45 45

回数 15 9 30 20 20 20

延人数 15 9 30 20 20 20

高齢者サークル活動支援事業 サークル数 16 20 21 22 23 24

回数 24 48 48 48 48

延人数 219 410 480 490 500

回数 141 46 48 48 48 48

延人数 845 269 385 400 410 420

回数 24 24 24 24 24 24

延人数 401 417 343 400 420 440

回数 154 102 103 105 104 104

延人数 1,066 970 856 900 900 900

こけないからだ講座 地区数 1 2 1 1 1 1

脳活クラブ
（認知症予防教室）

お口の機能向上事業

リハビリテーション専門職派遣事
業

シニアファイト教室
（運動器機能向上教室）

転倒予防教室
（運動器機能向上教室）

生きがいデイサービス
（閉じこもり予防教室）

単位
第7期 第8期

認知症サポーター養成講座

介護予防運動サポーター養成講
座

区分

 
 

  ②包括的支援事業 

   ○地域包括支援センター       

地域包括ケアシステムの構築は市町村の責務で、その構築に向けて中心的役割

を地域包括支援センターが果たします。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門

員がその専門職としての知識や技能を互いに活かしたチーム力により、地域住民

を巻き込んだネットワークをつくり、地域包括ケアシステムを有効に機能させて

いきます。地域共生社会の実現に向け、また、地域住民の健康の保持及び生活の

安定のために必要な総合相談窓口としての機能を充実していきます。 

   

〔業務内容〕 

    ア 総合相談支援業務     

 総合相談は地域包括ケアの入り口となるため、高齢者のさまざまな相談を受

け、高齢者が持つニーズを総合的に判断し、その内容に応じて、各関係機関や

民生・児童委員等と連携を図り、適切なサービスや制度の利用につなぎます。 

また、複合的な課題がある相談については、重層的支援体制整備事業による

包括的相談支援につなぎ、多機関と連携して継続的に支援していきます。 

    

イ 介護予防ケアマネジメント業務      

高齢者が要介護状態等になることを予防し、自立した生活が送れるよう、

心身の状況等に応じて、介護予防事業その他の適切な事業が利用できるよう

必要な支援を行います。 
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    ウ 権利擁護業務      

地域の住民や民生・児童委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問

題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難

な状況にある高齢者に対し、専門的・継続的な視点から権利擁護のための支援

を行います。 

また、成年後見制度の活用促進、高齢者虐待や困難事例への対応、消費者被   

害の防止に関する諸制度の活用により、高齢者が安心できる生活の支援を行い  

ます。 

 

    【具体的な取組事項】 

     ○虐待の未然防止、早期発見のための体制整備 

高齢者虐待に関する普及啓発、通報・相談窓口の周知、民生・児童委員

や医療・福祉関係機関等との連携により、虐待発生の防止、早期発見のた

めの体制整備と迅速な対応に努めます。 

また、警察・医師・権利擁護関係団体等で構成される「高齢者・障がい

者虐待防止連絡協議会」を活用し、本町における虐待防止体制の構築をは

じめ、虐待を受けた高齢者とその家族への支援を行います。 

 

     ○成年後見制度の活用促進 

成年後見制度の利用を促進するために、地域住民や関係機関と連携し、

制度の周知や制度利用が必要な方を早期発見できるように努めます。 

また、北栄町成年後見制度利用促進基本計画を策定する予定であり、制

度の適切な利用にむけ、申立て支援や受任調整などの取り組みの強化を

図ります。 

 

    エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者が抱える多様な問題・課題に対し、包括的な支援を提供するため、様々

な職種が一貫性をもって連携・調整をすることが必要です。また、高齢者がそ

の状況・状態に応じて、継続的に必要な支援を活用することができるよう、高

齢者の生活を支えるケアマネジメントを実現することが必要です。 

地域包括支援センターは、このような包括的・継続的ケアマネジメントを実

現するため、地域ネットワークの構築や地域ケア会議、研修会等を開催し、関

係機関のつながりはもとより、サービス事業所の資質向上・介護支援専門員等

の支援を行います。 

     

【具体的な取組事項】 

     ○地域ネットワーク会議の推進 

地域共生社会の実現には、高齢者の実態や課題・ニーズを把握し、自治会

や民生・児童委員をはじめとする地域住民と各関係機関・行政等が協力しあ

って地域づくりを推進することが重要です。地域ネットワークの構築のため

に、地域ネットワーク会議を開催し、支援者同士の関係づくりや資質向上の

ための研修・事例検討会を行います。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮

らすことのできる地域づくり及び地域包括ケアの推進に努めていきます。 
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平成30年度
（実績）

令和1年度
（実績）

令和2年度
（見込）

令和3年度
（見込）

令和4年度
（見込）

令和5年度
（見込）

回数 7 6 2 4 4 4

延人数 268 264 53 180 180 180

回数 23 20 16 24 24 24

延人数 71 61 49 96 96 96
地域ケア会議

区分 単位
第7期 第8期

地域ネットワーク会議

 

 

 

  ③任意事業  

   家族で介護を行う方の支援のための事業や、高齢者の地域における自立した日常

生活の支援のための事業などを、介護保険制度の中で実施します。 

 

   ○家族介護支援事業  

    家族介護者の支援や負担軽減を図るため、介護者相互の交流会を開催する在

宅介護者慰労事業や要介護４以上の方を介護保険サービスを利用せず、在宅で

介護した家族に対し慰労金を支給する家族介護慰労事業、紙おむつ等介護用品

の購入助成を行う家族介護用品支給事業、認知症の人と家族の集いを実施しま

す。 

 

   〇成年後見制度利用支援事業   

    認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が適切に

制度を利用できるように、成年後見制度の申立て費用、成年後見人等に対する

報酬費用の全部または一部を助成します。また、本人や親族による申立てを行

うことが難しい場合、町長が本人や親族に代わって申立てを行います。 

 

平成30年度
（実績）

令和1年度
（実績）

令和2年度
（見込）

令和3年度
（見込）

令和4年度
（見込）

令和5年度
（見込）

回数 2 2 1 2 2 2

延人数 44 40 22 45 47 50

家族介護用品支給事業 延人数 7 10 14 15 17 19

回数 12 11 11 12 12 12

延人数 53 39 18 24 24 24

成年後見制度利用支援事業 件数 0 1 0 2 2 2

認知症の人と家族のつどい

区分 単位
第7期 第8期

在宅介護者慰労事業
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（５）地域包括ケアシステム構築のための重点取組事項 

 ①介護予防施策の充実・推進 

リハビリテーション等の専門職が介護予防教室や住民主体の通いの場等に関わる

ことで、介護予防の知識を普及し、地域で介護予防を行う人材を育成し、地域でも住

民が主体的に介護予防の取り組みを行えるよう支援していきます。また、既存の介護

予防事業実施後の評価を行い、住民のニーズに合った事業が行えるよう引き続き内

容の検討等を行っていきます。 

 

【重点取組事項】 

項目 主な内容 

①  

リハビリテーショ

ン等専門職との連

携 

個々の状態に応じた効果的な介護予防の取り組みや活動の習慣化

のため、介護予防教室や通いの場において専門職による指導・助言

を行う。 

② 
効果的な介護予防

事業の推進 

リハビリテーション等の専門職と連携し、既存の事業の評価を行

い、町全体で必要な介護予防の取り組みや地域への働きかけ等を検

討する。特に、地域での住民主体の取り組みの推進にあたっては、

地域リハビリテーション活動支援事業や生活支援事業等の他の事業

と一体的・効果的な実施に努める。 

③ 

感染症拡大下での

介護予防の取り組

み 

感染拡大予防のため、今後も様々な通いの場が自粛する可能性が

考えられるため、自宅でもできる介護予防等、新しい形の介護予防

を住民へ伝えていく。 

 

②在宅医療・介護連携の推進  

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が自宅等の住み慣れた生活の場で療

養し、自分らしい生活を人生の最期まで続けられるよう、医療・介護の関係者が連携

し、包括的、継続的に在宅医療と介護サービスを一体的に提供できる体制を構築する

必要があります。 

包括的、継続的な体制構築のため、第７期計画に引き続き、近隣市町や中部医師会、 

中部総合事務所福祉保健局と協働で在宅医療・介護連携推進事業担当者会議を開催し、 

連携を図りながら事業実施していきます。また、認知症や看取りについて地域ネット 

ワーク会議など専門職の研修の場や住民への普及啓発を行っていきます。 

 

【重点取組事項】 

項目 主な内容 

① 
現状分析、課題抽

出、施策立案 

 在宅医療・介護連携に関する情報収集を行い、「しょいや！しょい

や！在宅医療介護連携情報サイト」ホームページを随時更新、情報

発信する。 

 中部圏域地域づくりしょいやの会、１次連携（各職能団体と行政

との意見交換会）、２次連携（複数の職能団体と行政との意見交換会）

等より意見集約し、医療と介護の連携が求められる４つの場面（①

日常の療養支援、②入退院支援、③急変時の対応、④看取り）に沿

った分析を行い、対応策の検討を行う。 



35 

② 
医療、介護関係者の

情報共有の支援 

 中部圏域入退院調整手順を順次更新し、利用促進を図る。必要あ

れば在宅での看取り、急変時等の情報共有にも活用できるようなツ

ール等の導入を検討する。 

 ２次連携（複数の職能団体と行政との意見交換会）を開催する。 

③  
医療・介護関係者の

研修 

 中部圏域地域づくりしょいやの会、地域ネットワーク会議にて医

療関係者、介護サービス事業者等との合同研修会、意見交換会を開

催し顔の見える関係づくりに取り組む。 

④ 
地域住民への普及

啓発 

地域住民が必要なサービスを選択できるよう在宅医療・介護連携

に関する事項の普及啓発を行う。中部圏域版エンディングノート「わ

たしの未来ノート～大切な人に伝えたいこと～」を活用した終活や

看取り、人生の最終段階における意思決定支援等に対する理解が促

進されるよう普及啓発を行う。 

 

  

③認知症施策の推進 

認知症施策推進大綱に基づき、地域全体で認知症の人やその家族を支援するネ

ットワークを構築するとともに、認知症に関する正しい知識と理解に基づく本人

や家族への支援などを通じ、認知症高齢者が尊厳を保ちながら可能な限り住み慣

れた地域で生活できるよう認知症の人と家族の視点を重視しながら、総合的かつ

継続的な支援体制を推進します。 

 

【重点取組事項】  

項目 主な内容 

①  

認知症への理解を

深めるための普及・

啓発、地域で支える

体制づくり 

 地域で認知症の人を支える基盤として、認知症の人の視点に立っ

て認知症の理解を深めるため、認知症サポーターの養成やスキルア

ップ講座等を実施する。また、認知症高齢者等ご近所応援団ネット

ワーク登録事業の普及や GPS 利用費助成事業の広報に取り組む。 

 身近な場所から相談につながるように、認知症サポーターや民生

委員、関係機関と連携し、住民に相談窓口の周知を行う。 

②  

認知症予防に資す

る可能性のある活

動の推進 

 若い世代からの健康づくりの取り組みが将来の認知症予防につな

がるため、健康づくり部門と連携し効果的な健康づくりと介護予防

に取り組む。 

 生活習慣病予防・管理と社会参加が認知症予防に資する可能性が

示唆されているため、専門職等と連携し、地域の通いの場でその重

要性と実施方法について説明し、町民の理解を深める。  

③  

認知症の状態に応

じた適時・適切な医

療・介護者への支援 

町の集団健診でタッチパネルを実施することで一次スクリーニン

グを行い、早期発見・早期対応を行う。 

認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるため、本

人主体を基本に地域・医療・介護等が有機的に連携し、認知症の状

態に応じて適時・適切に切れ目なく支援が提供されるよう、認知症

地域支援推進員の配置を継続する。 

認知症疾患医療センター、医療機関、介護事業者等と連携をはか
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り認知症初期集中チームを効果的に活用する。 

介護者への支援のため「家族の集い」を実施し、家族同士が相互

に情報を共有したり、専門家の相談を受けられる場の設置を継続す

る。 

介護従事者への支援として認知症ケアの質の向上を目指し、認知

症ケア向上連絡会を開催し、研修会等を実施する。 

④  

認知症バリアフリ

ーの推進、若年性認

知症の人への支援 

認知症の人やその家族、地域住民、さらには地域の専門職等、だ

れでも気軽に立ち寄れる場として、「認知症カフェ」の運営支援を継

続する。 

若年性認知症について認知症疾患医療センターや各市町の認知症

地域支援推進員と連携し、普及啓発を行う。 

成年後見制度の利用促進計画を策定し、制度の利用促進に努める。 

 

 

 ④生活支援・介護予防サービスの体制整備の推進 

高齢者の在宅生活を支える生活支援サービスについて、元気な高齢者をはじ

め、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、ＮＰО、ボランティア、民

間企業、社会福祉法人等の多様な主体による生活支援サービスなど、重層的な提

供体制を構築する必要があります。 

これらの活動を拡げるため、生活支援コーディネーターや協議体を中心に、地

域の生活課題の把握とそれに応じた見守りや助けあい活動の推進に取り組みま

す。特に、第７期計画の期間中においては、誰もが気軽に参加できる集いの場の

整備やスーパーへの移動支援などの取り組みを開始しました。引き続き、これら

の充実を図るとともに、民生・児童委員や居宅介護支援事業所、支援の提供主体

などとのネットワークを強化し、必要な資源の創出にむけて取り組みます。 

 

【重点取組事項】 

項目 主な内容 

① 協議体の設置 

生活支援を担う多様な主体や住民間の情報共有、連携・協働によ

る取り組みを推進する。 

1 層（町全体）及び 2 層（小学校区域）にそれぞれ設置し地域ごと

の特性にあったニーズの抽出や支援体制づくりを検討するとともに

必要な資源創出にむけた働きかけや提言を行う。 

② 
生活支援コーディ

ネーターの配置 

 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進するため、

協議体と連携して、助けあい活動の活性化のための取り組みや、生

活支援の担い手（生活支援サポーター等）の養成、関係者（団体）の

ネットワーク化、ニーズとサービスのマッチング等の役割を果たす。 

1 層（町全体）及び 2 層（小学校区域）に設置し、地域の特性に応

じた取り組みを行う。 
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⑤地域ケア会議の充実 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域包括支援センターが主導して地域ケ

ア会議の充実を図ります。 

高齢者の自立支援・重度化防止に向けて、多職種が協働し、個別ケースの支援内 

容を検討します。その仕組みをとおして、地域包括支援ネットワークの構築、地域 

課題の発見、必要な社会資源の整備や政策の立案・提言などに取り組んでいきます。 

 

【重点取組事項】 

項目 主な内容 

① 多職種連携の推進 

地域包括支援センターの専門職に加え、リハビリテーション専門

職、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士等と連携し、それぞれの専

門性を活かし、それぞれの専門性を活かし、地域課題を意識した多

職種協働による支援を展開していく。 

② 地域課題の検討 

個別ケースの検討を積み重ねる中で、地域に不足している資源や

サービス、深刻化が予測される地域の課題等を明らかにし、生活支

援コーディネーター等関係者で共有し、地域課題の解決に向けた検

討を行う。 

③ 
ＩＣＴの活用の検

討 

災害、感染症の蔓延等の状況下においても、ＷＥＢ会議等を用い

た新しい手法による地域ケア会議を開催し、情報共有、対応策の検

討が実施できる体制を検討する。 

 

 

⑥感染症対策や災害に係る体制整備 

介護サービスの提供体制や地域活動を維持していくためには、新型コロナウイ

ルスなどの感染症や自然災害への備えが欠かせません。 

令和２年１月に国内で初めて新型コロナ感染症の感染者が確認されましたが、

本町においても介護サービスの提供体制を確保するため、感染予防に関する情報

提供や具体的な対策に関する研修会を実施しました。 

また、介護予防教室の休止や、サロンなどの住民主体の活動の自粛に対し、感

染予防対策に必要な物品（手指消毒用のアルコール、非接触型体温計、マスク）

の提供や安全な実施に関する情報の提供などを行い、活動が継続できるよう支援

を行ってきました。 

今後も、新型コロナウイルス感染症の流行が一定期間続くことを見込み、事業

所や地域活動の感染症対策への支援および必要な情報提供を行うとともに、自然

災害に対する備えとして事業所の対策に関する必要な支援の検討や地域の災害時

の助けあいのしくみづくりの充実を図ります。 
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（１）健全で効率的な事業運営     

介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者となる社会保険制度です。     

健全な事業運営のために、適正な保険料負担と要介護状態・要支援状態の軽減ま

たは重度化の防止に資するサービスの提供など、効果的かつ効率的な運用につい

て引き続き取り組みます。 

 

（２）保健と介護の一体化 

若い世代からの健康づくりの取り組みが将来の介護予防につながるため、健康

づくり部門と連携し、KDB データの情報を活用し、地域の特性・課題を抽出し、

効果的な健康づくりと介護予防に取り組みます。 

 

（３）重層的支援体制整備事業による相談支援体制の強化 

地域共生社会の実現にむけて、総合相談体制の充実や属性に関わらず誰もが地域

で支え合える地域づくりの取り組みにむけて、令和３年４月から重層的支援体制整

備事業を実施することとします。 

この事業は、既存の介護、障がい、子ども、生活困窮の相談支援等の取り組みを

活かしつつ、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制

を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施す

るものです。介護保険事業に関しては、地域包括支援センターの相談事業、地域介

護予防活動支援事業、生活支援体制整備事業を重層的支援体制整備事業に移行し、

他分野の各支援機関と連携し取り組みをすすめます。 

 

（４）介護人材の確保 

介護人材の量的確保については、町単位の取り組みは困難であり、広域連携での

人材確保が必要です。町においては、専門性の高い人材養成に寄与するため、養成

校等からの実習の受入や、地域ネットワーク会議等を活用した町内の関係機関に対

する研修の実施などに引き続き取り組みます。 

また、社会福祉協議会などとも連携し、ボランティア活動などの地域福祉活動や

福祉教育の推進を図り、幅広い年代への働きかけや活動の活性化に努めます。 

 

（５）高齢者の生活を支える住まいの確保 

個々の高齢者の状況やニーズに対応した住まいの確保のため、高齢者が居住す

る住宅の改修相談への対応や改修費用の助成により、高齢者の住環境整備を支援

に努めます。 

   また、高齢者の心身の状況に応じた住宅情報の提供やあんしん賃貸支援事業に

よる相談員等との連携により、安心して居住することができる住まいの選択及び

円滑に入居するための支援を行います。 

 

 

 

３．介護保険事業の円滑な推進のための方策 
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（６）介護予防や生きがいづくりへの支援 

少子高齢化の進展を踏まえ、高齢者をはじめとする町民一人ひとりができるだ

け健康であることが重要です。一人ひとりが、ライフスタイルや健康に生きる意

識を明確にし、自主的・継続的な健康づくり・介護予防、地域での活動などに積

極的に取り組むことによって、介護保険制度の安定的な運営だけでなく、生活の

質の向上にもつながるため、地域における健康づくりや介護予防に対する意識啓

発、取り組みの支援に努めます。 

また、高齢者がその意欲や能力を活用しながら就労を希望する場合には、多様

な働き方ができるよう、生活困窮者自立支援事業の就労支援やハローワークなど

と連携をとり、必要な情報が提供できるよう努めます。 

 

（７）地域での助けあい活動の推進   

高齢者世帯の社会的孤立を防ぎ、地域住民同士の助けあい活動や、地域を超え

たつながりなど、町民相互の結びつきの力を強めることも重要となってきます。 

介護保険制度の安定的な運営のため、高齢者の豊かな経験、知識、能力を生か

した社会参加活動をはじめ、町民一人ひとりが、地域での助けあい活動へ自発的

に参画することが求められており、そのための環境づくりに努めます。 

 

（８）町民への積極的な情報提供     

介護保険制度をはじめ、高齢者への保健福祉施策の情報や介護保険事業の運営

状況などについて町報、ホームページ、介護保険制度解説冊子、出前講座などに

より、分かりやすい広報に努めます。特に、情報不足になりがちな一人暮らし高

齢者等に対しては、民生・児童委員、自治会、老人クラブなどの協力により積極

的な情報提供に努めます。 
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第５章 高齢者福祉計画 

 

 

 

（１）老人福祉法第 20 条の８に基づく「高齢者福祉計画」として記載すべきサービス

等の見込量は、次のとおりです。 

    

 

○養護老人ホーム（老人保護措置事業） 

養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的な理由により在宅において養護を受ける

ことが困難な高齢者が入所し、自立した日常生活を営むための施設です。 

町内には養護老人ホームがないため、中部地区にある２施設に業務を委託し、今後も

円滑な利用に努めます。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数（箇所） 2 2 2 2 2 2 

入所定員（人） 180 180 180 180 180 180 

利用者数（人） 6 6 6 6 6 6 

 

 

○老人福祉センター 

老人福祉センターは、健康の増進や教養の向上などを図るため、レクリエーション等

を通じた交流等を行うための施設です。 

 町内には１箇所整備されており、北栄町社会福祉協議会が運営しています。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数（箇所） 1 1 1 1 1 1 

 

 

○地域包括支援センター 

 地域包括支援センターは地域住民からの高齢者に関するあらゆる相談に応じ、必要な

サービス等につなげる機関です。現在、町内に１箇所設置（直営）しており、今後も現

体制を維持し、地域包括ケアシステム構築等に向け機能強化を図ります。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数（箇所） 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

1．高齢者福祉計画の見込量 
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（２）その他に北栄町が実施している高齢者に関するサービス等の実績、目標量は、次

のとおりです。 

 

○米寿・金婚慶祝事業 

 長年にわたり社会の発展に貢献され米寿を迎えた方・金婚を迎えたご夫婦に対し、９

月の敬老週間にあわせ祝詞と記念品を贈り祝意を表します。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

米寿（人） 120 122 143 120 120 120 

金婚（組） 42 40 50 40 40 40 

 

○敬老会事業 

 長年にわたり社会の発展に貢献された高齢者に対し敬老の意を表し、地域で祝福する

ため、満 75 歳以上になる学年の者を対象に敬老会や敬老記念行事を行った自治会に対

し、対象者１人につき 1,000 円の補助を行います。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自治会数 53 53 51 53 53 53 

対象者数（人） 2,466 2,477 2,268 2,440 2,445 2,450 

 

○北栄町シルバー人材センター負担金事業 

元気な高齢者が長年培ってきた知識と能力を生かすため、日常生活に密着した軽易な

仕事を組織的に提供するシルバー人材センターに対し、その運営が円滑に行えるよう人

件費・事業費・運営費に対して補助を行います。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

会員数（人） 170 172 172 180 185 190 

 

○老人クラブ補助金事業 

高齢者の社会参加、地域支えあい活動の促進のため、単位老人クラブ及び町老人クラ

ブ連合会に対し補助金を交付し、会員の教養の向上、健康の増進、地域社会との交流を

図ります。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

クラブ数（団体） 21 21 20 21 21 21 

会員数（人） 871 764 726 730 735 740 
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○生活管理指導短期宿泊事業 

基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、社会適応が困難な高

齢者に対して、一時的に養護老人ホームに入所していただき、在宅生活が可能となるよ

う日常生活の指導、支援を行います。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 2 2 0 2 2 2 

 

 

○在宅通院サービス事業 

介護サービス利用者・障がい者に対し、タクシーを利用した自宅からの通院を助成す

ることにより、定期的な通院手段を確保し、身体状況の悪化を防ぎ、永年住み慣れた地

域社会の中で引き続き生活していくことを支援します。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 221 203 228 230 232 234 

延べ利用回数（回） 4,941 5,702 5,714 5,720 5,730 5,740 

 

 

○タクシー利用料助成事業 

自動車運転免許証を持っておられない人や障がい等特別な事情により移動手段に困

られている人にタクシー利用料を助成することにより、利用者の負担軽減と移動手段の

確保を進め、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援します。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 602 598 589 600 605 610 

延べ利用回数（回） 10,463 11,786 11,481 11,550 11,600 11,650 

 

 

○いきいきサロン事業 

自治会単位で高齢者等の交流の場を作ることで、ひとり暮らしや家に閉じこもりがち

な高齢者の社会参加を促進し、要介護状態になることを予防します。また現在要介護状

態にある人が自立となった場合の受け皿としての機能も担います。 

    
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用者数（人） 964 1,073 736 1,080 1,100 1,120 

延べ利用回数（回） 12,432 13,507 8,190 13,500 13,760 14,020 
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〇高齢者居住環境整備事業 

要介護（支援）認定者ができるかぎり自宅において、自立した生活が送れるよう住環

境の整備を行うとともに、介護する家族の負担軽減を図るもので、住宅改修に要した経

費の一部を補助します。 

また、高齢者が安心して生活できる住まい等の情報の収集と提供に努めます。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

件数（件） 0 0 1 1 1 1 

 

 

〇緊急通報装置貸与事業 

70 歳以上の独居高齢者等（非課税世帯で利用対象要件に該当する者）に 24 時間体制

で緊急時の通報や相談に対応する緊急通報装置を貸与するもので、今後も需要の増加が

見込まれるところであり、急病や火災等の緊急時の迅速かつ適切な対応を行う取組とし

て引き続き実施します。 

 
第７期 第８期 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 8 9 10 10 12 14 
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○北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会設置要綱 

 

平成 17 年 11 月１日 

訓令第 74 号 

改正 平成 17 年 12 月１日訓令第 77 号 

平成 23 年８月 12 日訓令第 37 号 

平成 26 年２月 21 日訓令第７号 

平成 26 年 10 月 20 日訓令第 52 号 

 

(設置) 

第１条 介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 117 条の規定に基づき、介護保険事業

に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を策定すること及び老人福祉法(昭和 38

年法律第 133 号)第 20 条の８の規定に基づき、高齢者の福祉事業に関する計画を策

定すること及びこれら計画の進行管理を目的として北栄町介護保険事業計画・高齢者

福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。  

(所掌事項) 

第２条 委員会は、３年を１期とする計画を策定し、計画の進捗状況の把握、評価等進

行管理を行うために、必要な事項を所掌する。 

 (組織) 

第３条 委員会の委員は、18 人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し又は任命する。 

 (１) 民生・児童委員代表 

 (２) 社会福祉協議会理事代表 

 (３) 各種団体代表 

 (４) 介護者代表 

 (５) 医師 

 (６) 指定介護サービス事業者 

 (７) 介護サービス従事者 

 (８) 県福祉保健関係職員 

 (９) その他町長が必要と認める者 

３ 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

 (任期) 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 (職務) 

第５条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 (会議) 

第６条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。 

 (庶務) 

第７条 委員会の庶務は、福祉課において行う。 
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(その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則(平成 17 年 12 月１日訓令第 77 号) 

 この要綱は、平成 17 年 12 月１日から施行する。 

   附 則(平成 23 年８月 12 日訓令第 37 号) 

 この訓令は、平成 23 年８月 12 日から施行する。 

   附 則(平成 26 年２月 21 日訓令第７号) 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則(平成 26 年 10 月 20 日訓令第 52 号) 

 この要綱は、平成 26 年 10 月 20 日から施行する。 
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北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会委員名簿 

 

氏    名 役        職   等 備  考 

   井上 シヅエ 民生児童委員協議会副会長 団体   

   大西 孝弘 社会福祉協議会会長 団体 

   田中 陽子 老人クラブ連合会副会長 団体 

   杉上 潤子 女性団体連絡協議会会長 団体   

   立石 初子 介護者 個人 

   岡本  恒之 岡本医院 院長 団体 

   岩床 淳弘 ル・サンテリオン北条 居宅リーダー 団体 

   谷口 いづみ 
北栄町社会福祉協議会居宅介護支援

事業所 介護支援課長 
団体 

   吉田 貴志 
医療法人誠医会 老人保健施設セラ

トピア 施設長 
団体 

   吉田 良平 
中部総合事務所福祉保健局参事監兼

副局長（倉吉保健所長） 
団体 

  杉山 直子 
中部総合事務所福祉保健局地域福祉

支援課指導支援担当係長 
団体 

   柿本  富美子 一般公募者 個人 

日置  勝彦 一般公募者 個人 

 

任  期     平成 31 年２月５日から 

                 令和４年２月４日まで 
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