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ごあいさつ 

 

わが国では、平均寿命の延伸とともに、少子化等の影響もあり、世界に類を見

ない速さで高齢化が進行しています。いわゆる団塊の世代が75歳以上となる平成

37年を見据え、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができるよう、支援が必要な方への対応や、地域活動の活性化が重要となって

います。 

社会全体で支えあう仕組みとして、平成12年に介護保険制度が始まってから6

期、18年が経過し、制度の充実とともに、安定的な運営の維持、介護予防の推進

といった取組が求められています。 

こうした状況から、今般の介護保険制度の改正においては、「地域包括ケアシ

ステム」を更に進化、推進し、在宅医療・介護の連携や認知症高齢者の支援の充

実、地域と連携した生活支援サービスの充実などとともに、地域が持つ資源を最

大限活用し、多様な主体が連携・協力しながら、一人ひとりの状況に応じたきめ

細やかな支援が地域ぐるみで行われる体制づくりが必要となっています。 

本村においては、「自分らしくいきいきと暮らしたい」という基本理念のもと、

村民による主体的な健康づくりや地域福祉活動に目を向け、地域の力を活かす高

齢者支援施策の展開に努めて参りました。本計画においても、この理念を引き継

ぎながら、国の制度改正やアンケート調査等を踏まえ、高齢者支援施策に関する

総合的な取組を定めています。 

また、人生の最期まで、住み慣れたむらで暮らし続けていただけるよう、住ま

いや在宅生活支援を含めた、終の棲家としての村のあり方を形づくっていきたい

と考えております。 

今後も、村民の皆様及び関係機関と密接に連携しながら、この計画を着実に推

進し、地域全体で高齢者を支えるむらづくりを進めていきたいと考えています。 

最後に、本計画の策定にあたりご尽力いただきました、新庄村介護保険事業計

画策定委員会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査等で貴重なご意見、ご助言

をいただきました村民の皆様、関係各位に厚くお礼申し上げます。 

 

 

 平成30年３月 

 

新庄村長               
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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の趣旨と背景 
 高齢者の介護を社会全体で担い、質の高い介護サービスを提供することを目的とした介護

保険制度は、平成12年度の開始以来、６期18年が経過しました。この間、高齢化の進展に

伴う要介護者の増加、それに起因する介護給付費の増加、介護サービス提供体制の充実を支

える介護従事者の育成・確保、地域医療と介護の連携、認知症対策など、さまざまな課題が

顕在化してきています。 

このような背景のもと、第６期介護保険事業計画ではいわゆる団塊の世代が75歳以上とな

る平成37（2025）年を見据え、中長期的なサービス給付・保険料水準の推計、地域包括ケ

アシステムの構築に向けた取組が進められてきました。 

これらのことから、国においては、いわゆる団塊の世代のすべての人が後期高齢者となる

2025年を見据え、たとえ介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい暮ら

しを続けることができるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供され

る「地域包括ケア」の社会づくりを実現するべく、平成37（2025）年を目標年度と設定し、

新たな介護保険制度の仕組みがつくられたところです。 

 第７期計画の「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針

（以下｢基本指針という。）」では、地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、高齢者の

自立支援と介護予防等に向けた取組や目標の設定、地域共生型社会の構築など、国・都道府

県・市区町村だけではなく、地域、村民が協働した「地域づくり」としての福祉の展開が求

められています。また、増加する介護ニーズに対応するため、介護人材確保策の推進や介護

職員の質の向上、在宅医療・介護の連携の取組などが求められています。 

こうした高齢者を取り巻く状況の変化や高齢社会における諸課題に対応するため、本村に

おける高齢者対策の基本的な考え方やめざすべき取組を総合的かつ体系的に整え、高齢者福

祉及び介護保険事業の方向性を示すことを目的とし、平成30（2018）年度から平成32

（2020）年度までの新しい施策を明らかにした「第７期新庄村老人福祉計画・介護保険事

業計画」を策定します。 

 

 

２．計画の性格と位置付け 
本計画は、老人福祉法第20条の８の規定に基づく「老人福祉計画」と、介護保険法第117

条の規定に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定するものです。 

また、この計画は「地域包括ケア計画」としても位置付けられます。 

さらに、国の基本指針や「新庄村振興計画」、「新庄村障害者福祉計画」等の関連する計画

との調和を保ち策定するものです。 
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３．計画の策定体制 

（１）策定委員会の設置 

本計画は、地域の特性を活かした計画とするため、行政関係者だけでなく、保健・医療・

福祉関係者・学識経験者で構成された「新庄村介護保険事業計画策定委員会」を設置し、

幅広く意見を聴取する体制を整え、審議、検討し策定しました。 

（２）住民参加の事項 

本計画の策定にあたっては、被保険者の意見を反映させることが必要となっています。

そのため、本計画の策定委員会では、被保険者である地域住民の代表者の参加に配慮し、

住民の意見を計画に反映させました。 

（３）行政機関内部の体制 

本計画は、老人保健福祉事業及び介護保険事業の運営主管である住民福祉課のほか、総

務企画課、産業建設課、教育委員会等関連する部門との密接な連携を図りながら策定しま

した。 

（４）県との連携 

本計画の策定にあたっては、岡山県が策定する「第７期岡山県高齢者保健福祉計画・介

護保険事業支援計画」との整合を図る等、岡山県と連携をとりながら進めました。 

 

４．計画期間及び見直し時期 
本計画は、平成30（2018）年度から平成32（2020）年度までの３年間の計画であり、

介護保険制度の新たな目標年度である平成37年度に向けた取組の第一段階目の計画に位置

付けられます。 

随時、高齢者を取り巻く現状、要介護者等の状況、介護サービス量等、地域の実情を勘案

して必要な見直しを行い、平成29年度において次期計画を策定します。 

 

■計画の期間 

 

 

 

 

 

 

  

平成37年度までの目標設定 

平成27（2015）～29（2017）年度 

第６期計画 

平成30（2018）～32（2020）年度 

第７期計画 

平成33（2021）～38（2026）年度 

第８期・第９期計画 
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５．介護保険制度改正に伴う第７期計画のポイント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

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組の推進 

介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載、財政的インセンティブの付与の規

定の整備、地域包括支援センターの機能強化、認知症施策の推進 等 

②医療・介護の連携の推進等 

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活機能」を兼ね備え

た、新たな介護保険施設を創設 等 

③地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 

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、介護保険と障

害福祉制度に新たに共生型サービスの位置付け 

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保 

④２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする 

⑤介護納付金への総報酬割の導入 
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第２章 高齢者等を取り巻く現状 

１．人口構造 

（１）総人口の推移 

総人口は減少傾向にあり、平成27（2015）年の国勢調査では866人となっています。 

 

○総人口の推移 単位：人 

  平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

人口 1,051 1,019 957 866 

15歳未満 141 132 115 97 

15歳～40歳未満 178 163 164 138 

40歳～65歳未満 341 335 298 269 

65歳～75歳未満 205 178 146 143 

75歳以上 186 211 234 219 

資料：国勢調査 

 

（２）高齢化率等の推移 

 高齢化率は少しずつ高くなっており、その割合は国や県よりも高くなっています。 

 

○高齢化率等の推移 単位：％ 

  平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

高齢化率 37.2  38.2  39.7  41.8 

高齢化率（岡山県） 20.2  22.4  24.9  28.7  

高齢化率（全国） 17.3  20.1  22.8  26.8  

資料：国勢調査 
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２．介護保険事業の状況 

（１）認定者数と認定率の推移（第１号被保険者） 

近年の認定者数及び第１号被保険者に対する認定率は増減がありながらも概ね横ばいの

状況にあります。しかし、内訳では要介護２が増加しています。 

 

○要支援・要介護認定者数及び認定率 

 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 
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（２）介護保険給付の状況 

介護給費費の推移を見ると、毎年上昇を続けています。近年では在宅サービスや居住系

サービスで給付費の伸びがみられます。 

 

○介護給付費の推移 

 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 
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３．アンケート調査にみる高齢者の現状と課題 

（１）調査の概要 

①調査の目的 

 本計画の策定にあたり、高齢者の心身の状況や、日常生活における課題を把握し、今後の

高齢者施策の構築に向けた検討をするため、一般高齢者を対象とした調査を実施しました。 

 調査にあたっては、経年的な変化を勘案して施策に反映させるため、平成26年度に実施

した同調査と同様の設問を多く設け、比較検討を行いました。 

 

②実施概要 

調査対象者 
平成29年3月１日現在で、要介護１～５の認定を受けていない65歳以上の

村民から無作為に抽出 

配布数 315人 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査時期 平成29年３月21日～31日 

調査票回収数 248人 

調査票回収率 78.7％ 
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（２）結果の概要 

①リスク判定 

 調査結果から下図の各リスクについて国の示した方法に基づいて分析したところ、本村

に置いては高齢者の半数以上に「認知機能の低下」がみられました。また、「転倒リスク」

と「閉じこもり傾向」で30％を超えるリスクがみられています。 

 認知症と転倒によるケガは要介護状態となることに直結しており、介護予防のテーマと

して取り組む必要があります。また、閉じこもりを予防するための集いの場や外出環境の

整備が必要です。 
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② 住民の自主的な健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加意向 

 利用者としては、「是非参加したい」と「参加してもよい」が54.1％と過半数に達して

ます。 

 世話役としては、「是非参加したい」と「参加してもよい」が30.2％となっており、約3

割の高齢者が地域のリーダーとして活躍する可能性を持っています。 

 

○利用者としての参加意向 

 

○世話役としての参加意向 

 

  

是非参加したい
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参加してもよい

47.2%

参加したくない
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無回答

12.9%

(SA) N=248

是非参加したい

2.0%

参加してもよい

28.2%

参加したくない

56.9%

無回答

12.9%

(SA) N=248
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③人生の最期の場所について 

 「自宅」が49.6％で突出しています。「病院などの医療施設」が21.4％で続いています。 

 「介護施設」は6.0％となっており、住み慣れた自宅や地域での看取り環境の充実が求め

られています。 

 

 

 

  

21.4 

49.6 

0.4 

0.0 

2.0 

6.0 

0.8 

15.7 

4.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

病院などの医療施設

自宅

子どもの家

兄弟姉妹など親族の家

高齢者向けの世話付き住宅

老人ホームなどの介護施設

その他

わからない

無回答

(SA) N=248
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４．高齢者福祉等の資源の状況 

（１）地域包括支援センター 

地域のすべての高齢者の心身の健康維持や地域の保健・医療・福祉の向上・増進のため

に必要な支援を包括的に行い、地域ケアの総合的な推進を図るため新庄村業務委託により

地域包括支援センターを「社会福祉協議会」に配置しています。 

また、その円滑かつ適切な運営、公正・中立性の確保を図るため、「地域包括支援センタ

ー運営協議会」を設置しています。地域包括支援センター運営協議会及び地域密着型サー

ビス運営協議会は、本計画の策定委員会が兼任しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新庄村社会福祉協議会事業 

本村においては、介護保険サービス等をはじめとした高齢者福祉サービスの多くが、新

庄村社会福祉協議会への委託、もしくは新庄村社会福祉協議会が設置する事業所により提

供されています。社会福祉協議会の事務所やその設置する事業所等は「新庄村ふれあいセ

ンター」に集約されています。 

なお、村内の介護保険事業所は社会福祉協議会が設置する事業所のみであり、その他近

隣市町の事業所の利用がみられます。 

 

  

【基本機能】 

①介護予防ケアマネジメント業務 

②総合相談支援事業・権利擁護事業 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

 

  

  

【職員体制】   

主任ケアマネジャー 
又は社会福祉士 

  
  

保健師 
  役場職員 

  
  

連携 
  

地域包括支援センター 
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【新庄村社会福祉協議会が運営する高齢者福祉関連事業等】 

ふれあいセンター事業 〇通所介護事業 

〇訪問介護事業 

〇小規模多機能型居宅介護事業 

〇居宅介護支援事業 

〇配食サービス 

〇福祉医療バス 

〇ミニシルバー人材センター 

〇心配ごと相談 

 

 

（３）診療所 

 新庄村国民健康保険診療所（内科、小児科）と新庄村国民健康保険歯科診療所を「新庄

村ふれあいセンター」に併設し、医師が各１名常駐しています。本村に所在する医療機関

はこの２診療所であり、入院、高度医療等にわたる医療需要については、村外へ通院、入

院している状況となっています。救急医療体制については、真庭市と連携協力し真庭市内

の病院に救急車により搬送しています。 
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第３章 2025年度における高齢者介護の姿 

１．推計人口 
目標年度の2025（平成37）年度までの人口推計によると、総人口、高齢者人口（65歳

以上人口）ともに年々減少し、高齢化率は上昇傾向に推移すると見込まれています。本計画

の最終年度となる平成32年度には、総人口は804人、高齢者人口は356人、高齢化率は

44.2％と推計されています。 

目標年度の2025（平成37）年度には、総人口は742人、高齢者人口は353人、高齢化

率は47.5％と推計されています。 

 

○年齢階級別の将来人口推計 

 
資料：平成12～27年度 国勢調査 

平成32年度以降 厚生労働省第7期介護保険用人口推計 

  

141 132 115 97 83 76 

178 163 164 138 126 117 

341 335 298 
269 239 197 

205 178 
146 

143 
135 

135 

186 211 
234 

219 
221 

218 

1,051 1,019 
957 

866 
804 

742 

37.2% 38.2%
39.7%

41.8%
44.2%

47.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年

推移 推計

75歳以上

65～74歳

40～64歳

15～39歳

0～14歳

高齢化率

（人）
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２．要支援・要介護認定者数の推計 
本計画期間における要支援・要介護認定者数は、以下の通りです。高齢者数は減少するも

のの、現在の高齢者がより年齢の高い高齢者となっていくため、認定者数は増加するものと

見込まれます。 

 

○要支援・要介護認定者数の推計 単位：人 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 

総数 82  86  84  89  91  95  97  

    要支援1 11  9  8  9  10  11  11  

    要支援2 4  2  4  5  5  4  5  

    要介護1 14  17  13  16  16  17  19  

    要介護2 18  20  20  19  20  21  19  

    要介護3 13  14  16  15  15  17  18  

    要介護4 7  7  12  9  10  9  10  

    要介護5 15  17  11  16  15  16  15  

  うち第1号被保険者数  81  85  83  88  90  94  96  

    要支援1 11  9  8  9  10  11  11  

    要支援2 4  2  4  5  5  4  5  

    要介護1 14  17  13  16  16  17  19  

    要介護2 17 20 20 19 20 21 19 

    要介護3 13 13 15 14 14 16 17 

    要介護4 7 7 12 9 10 9 10 

    要介護5 15 17 11 16 15 16 15 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム将来推計 
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第４章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念 
本村では、全国、岡山県を上回るスピードで人口減少及び高齢化が進行しており、平成27

年の国勢調査人口は900人を下回っています。人口減少の傾向は今後も継続すると考えられる

中、村民一人ひとりができるだけ健康で長生きし、いくつになってもともに助け合って住み慣

れた村で生活できる仕組みづくりを進めていくことは大変重要な課題です。 

一方、国は、『安心して暮らせる地域社会』に資するような仕組み（地域包括ケアシステム）

をめざしていくことが重要」としており、「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」の推

進が求められています。 

「地域包括ケアシステム」は、「地域の実情に応じて、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ができるよう、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体制」をいい、高齢化先進

地の本村がまさに実現を急ぐべき姿です。本村に置いても、アンケート調査などから、最期

まで住み慣れた地域で暮らしたいという意向が強く表れており、住民協働や新庄村らしい高

齢者の暮らし方を模索していくことが必要となっています。 

このため、本村では次の点に配慮しながら介護給付等対象サービスの提供体制の確保や地

域支援事業の実施に努め、地域包括ケアシステムを構築していくこと等により、本村の振興

計画の基本理念の一つ「すべての村民が健康第一で安心して暮らせ、いつまでも快適に住み

続けることができる村」づくりを進め、前期計画からの基本理念「自分らしくいきいきと暮

らしたい」の思いの実現を図ります。 

 

計画の留意点 

１ 介護給付等対象サービスの充実・強化 

２ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備 

３ 介護予防の推進 

４ 日常生活を支援する体制の整備 

５ 高齢者の住まいの安定的な確保 

 

 

計画の基本理念 

自分らしくいきいきと暮らしたい 
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２．計画の目標指標 
 今後、国の財政インセンティブの具体的評価指標などが示された場合に、計画全体の目標

として設定します。 

 

 現状では、 

 ①要介護認定率の抑制 

 ②住民の自主的な介護予防の促進 

 ③健康寿命の延伸 

 ④介護給付適正化の効果 

 などが該当すると考えられます。 
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３．計画の基本目標 
 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 本村において、地域包括支援システムを深化・推進していくために、地域生活を中心に、

医療・介護・予防・生活支援について、それぞれで取り組むべき事柄を整理しながら、住民、

行政、病院、介護サービス事業者並びに住民団体等とさまざまな方法や場を活用し、協働し

ていきます。また、制度・分野、あるいは、支え手・受け手という関係を超えてつながり、

地域をともにつくっていく「地域共生社会」の実現に向けた取組が必要になります。 

 本村の住民活動や気候風土、文化など、地域資源の力を生かしながら、具体的な協議や取

組を進める中で、自分らしい生活ができる地域づくりを進めていきます。 

 

〇地域支援事業の実施により、住民の介護予防、生活支援を促進するための体制整備を

進めます。 

〇在宅医療・介護連携を体系的に進めることで、いつまでも住み慣れた地域で暮らせる

ための総合的なケアを進めます。 

〇住民と行政が一緒に地域の課題を解決できるよう、「わが事、丸ごと」の地域共生社会

の構築をめざします。 

 

基本目標２ 生きがいづくり・社会参加の促進 

 自分らしくいきいきとした高齢期を過ごすには、家庭のみならず、自らの興味・関心に基

づく生涯学習や文化・スポーツ・レクリエーション活動の場、さらには就労の場等において、

仲間や役割、楽しみ、生きがいを持っていることが大きな意味を持ちます。 

 このようないきいきとした高齢者は、その元気を活かし、地域社会の支え手となっている

ことも多く、高齢化が進む中で、その活躍はますます期待されています。 

 多くの村民が、自分らしくいきいきとした高齢期を長く過ごせるよう、また、その力が周

囲に活かされやすくなるよう、生きがいづくりと社会参加を支援します。 

 

〇高齢者を含む村民が積極的に社会活動等に参加するとともに、年齢に関わらずお互い

の活動を積極的に受け入れる地域の意識づくり、環境づくりを進めます。 

〇趣味や知識、技術の習得等、誰でもいつでも学習できる機会や場の提供や、技術を活

かした就労や地域活動の促進等、いくつになっても現役で活躍できるむらづくりを進

めます。 

〇高齢者が持つ技能や経験を活かし、希望する間は地域で働けるむらづくりを進めます。 
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基本目標３ 高齢者の元気づくりと日常生活の支援 

 心身の健康を保ち元気であり続けることは、自分らしくいきいきとした高齢期を過ごすた

めの基盤です。特別な支援や介護を必要とすることなく、その人らしい暮らしを続けていく

ことができるよう、高齢者はもとより、元気なときから生涯を通じて介護予防に取り組み、

健康で元気な期間（健康寿命）をより延ばすことが重要です。住民の自主的・主体的な取組

による元気づくりを支援します。あわせて、介護は必要としないまでも、日常生活に支援を

必要とする人への取組を、地域支援事業の中で進めます。 

 

○一人ひとりの自覚を基礎とした生涯を通じた健康づくりを、地域ぐるみで進めます。 

○特定健診と連携し、生活習慣病等寝たきりの要因となる疾病の予防を促進します。 

○元気な高齢者を含むすべての第１号被保険者に対し、介護予防の取組を促進します。 

〇要支援者等に対し、介護予防及び日常生活の支援の取組を進めます。 

 

 

基本目標４ 要支援・要介護者への支援 

 介護保険によるケアは、日常生活に手助けが必要となっても、適切な支援や介護を受けな

がら住み慣れた地域や家庭で暮らしていける体制が整っていることも、自分らしくいきいき

と暮らせるむらの大切な要素です。 

 支援や介護が必要になったり、認知症になったりした場合にも、その人と家族が地域で穏

やかな生活を送ることのできる体制の構築を進めます。 

 

〇介護保険制度の円滑な実施、安定した運営に努め、充実した介護保険サービスを提供

します。 

〇認知症者の状態に応じた適切なサービスの流れを確立し、認知症の人の支え方を明示

し、その人や家族を包括的・継続的に支援する体制づくりを進めます。 
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基本目標５ 安心して快適に住み続けられるむらづくり 

 高齢期は誰にでも訪れ、どんなに元気な人にも、徐々に身体の不調が表れ、日常生活の中

で助けを必要とすることが増えていきます。加齢によりこのような変化を伴いながらも安心

して住み続けられる地域をつくるには、医療、介護、介護予防、住まい、日常生活の支援を

包括的に確保するとともに、住民同士の支え合いを永続させる取組が重要です。 

 住み慣れた地域で最後まで暮らしたいというニーズにこたえるため、本村ならではの高齢

期の暮らし方を検討し、在宅生活の限界点を上げるためのむらづくりが必要となっています。 

 

〇いつまでも住み慣れた村で暮らし続けられるよう、高齢者の住まいや見守り、医療・

介護が一体的に提供される、本村独自の地域づくりを進めます。 

〇福祉、介護、医療のサービス提供機関を一体的・有機的に結び付けるネットワークづ

くりを中心に、地域包括ケアシステムの整備を進めます。 

〇地域住民が多く利用する施設のバリアフリー化、道路の安全確保や段差解消など、住

環境の整備を推進します。 

〇災害時に備え、避難行動等における高齢者の支援体制づくりを進めます。 

〇高齢者の虐待防止のためのネットワークづくりや、犯罪被害防止に取り組みます。 
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４．施策の体系 
 

 

  

基本目標２

生きがいづくり・社会参加の促進

基本目標３

高齢者の元気づくりと日常生活の支援

基本目標４

要支援・要介護者への支援

１．生きがいづくり

２．社会参加の促進

１．健康づくり対策

２．介護予防・日常生活支援総合事業の推進

３．地域包括支援センターによる支援の推進

４．認知症高齢者への支援

５．任意事業の推進

１．介護給付・予防給付サービスの実施

２．地域支援事業の見込と目標

３．第1号被保険者の保険料

自
分
ら
し
く
い
き
い
き
と
暮
ら
し
た
い

基本目標１

地域包括ケアシステムの深化・推進

基本目標５

安心して快適に住み続けられる

むらづくり

１．地域包括ケアシステムの推進

２．住民相互で支え合う地域づくりの推進

１．高齢者の生活拠点づくりの推進

２．安心して暮らせる環境の整備
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５．日常生活圏域の設定 

（１）地域に密着した介護保険体制の充実 

要介護状態になっても、住み慣れた地域において介護を受けながら生活できる基盤の整

備のため、それぞれの住み慣れた地域に対応する日常生活圏域を設定し、きめ細かい介護

支援体制を構築しています。日常生活圏域は、地域の人口、生活形態、交通事情、歴史や

文化的背景等を考慮し設定するものです。それぞれの地域の特性を活かし、既存の介護保

険サービス施設やインフォーマルサービスの体制を検討しながら、住み慣れた地域で充実

した生活が営めるように、基盤整備を推進していきます。 

 

 

（２）新庄村における考え方 

本村では、地理的条件、人口、居住形態等を考慮し、引き続き、村全体を一つの「日常

生活圏域」として設定します。 

 

○日常生活圏域の設定状況 

面積（ｋ㎡） 人口（人） 第1号被保険者（人） 認定者数（人） 

67.1 960 384 81 

※人口及び高齢者数、認定者数は平成29年３月末現在 
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第５章 地域包括ケアシステムの深化・推進 

〇福祉、介護、医療のサービス提供機関を一体的・有機的に結び付けるネットワークづ

くりを中心に、地域包括支援システムづくりを進めます。 

〇地域住民が多く利用する施設のバリアフリー化、道路の安全確保や段差解消等、住環

境の整備を推進します。 

〇災害時に備え、避難行動等における高齢者の支援体制づくりを進めます。 

〇高齢者の虐待防止のためのネットワークづくりや、犯罪被害防止に取り組みます。 

 

１．地域包括ケアシステムの構築 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

高齢者が住み慣れた地域で暮らすためには、地域包括支援センターの役割が非常に重要

です。高齢者の健康維持や地域の保健・医療・福祉の向上・増進に必要な支援を包括的に

行うため、地域包括支援センターを担う人材の育成と確保に努めるとともに、関係機関や

団体等との連携を密にし、適性かつ円滑な運営を推進します。 

また、介護予防の推進に向けて、介護予防ケアマネジメントや要支援認定者のケアプラ

ンの作成を通じ、生活機能の維持・向上を図り、要介護状態とならないよう支援します。 

 

（２）地域支援事業の推進 

地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業」は、市町村が中心となり、地域の実

情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを実施するもので、地域の支え合

い体制づくりを推進し、要支援者等を効果的・効率的に支援することをめざす事業です。 

従来、予防給付から提供されていた「訪問介護」、「通所介護」は「介護予防・日常生活

支援総合事業」へ移行したため、必要な提供量の確保に努めます。 

また、同じく地域支援事業に含まれる包括的支援事業の「生活支援体制整備事業」によ

り、ボランティア、地区組織、民間企業、社会福祉協議会等による生活支援・介護予防サ

ービスの開発、ネットワーク化について実施に向けた検討を進めます。 

さらに地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディ

ネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす「生活支援コーディネー

ター（地域支え合い推進員）」を配置し、さらに、地域支援事業の担い手による「協議体」

を開催することで情報共有や地域課題の解決を支援します。 
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（３）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、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスの一体的な提供が望まれてい

ます。このため、関係者の連携がより強化・充実されるよう、地域ケア会議を基盤とした

多職種連携の場づくりを進めます。また、岡山県の設定する二次保健医療圏域（本村は真

庭保健医療圏域）内の医療機関、自治体、団体等と連携し、圏域内医療機関から退院する

高齢者の情報共有、在宅医療や介護サービスへの円滑な移行ができるよう、必要な協議を

行います。 

①在宅医療・介護連携事業の推進 

ア 地域の医療・介護の資源の把握 

 病院や診療所等の医療機関や介護事業所の情報を掲載した資源マップを通じて、医

療・介護関係者に対して情報提供するとともに、村民にわかりやすく周知します。 

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

 医療機関や介護関係者などが参画する会議等において、在宅医療・介護連携の現状

と課題を抽出し、その解決策などを協議します。 

ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

 地域ケア会議等を活用し、医療機関と行政、地域包括支援センター、介護保険事業

所の連携・情報共有における課題を把握し、地域にあった在宅医療連携体制の整備を

図ります。 

エ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

 地域医療介護総合確保基金を活用し、在宅医療等を推進するシステムを導入します。

本システムを導入し、在宅等を支援する多職種・多施設の情報連携ツールとして活用

します。 

オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

 在宅医療と介護の連携を推進するため、相談の受付や情報提供等を行う在宅医療・

介護連携支援センターの設置に向けた取組を行います。 

カ 医療・介護関係者間の研修 

 在宅医療推進拠点整備を行う上で、町内の医療・看護・介護従事者のスキル向上を

目的とし、研修を行う中で施設間のコミュニケーションを図ることで町全体の医療・

看護・介護の基礎レベルの向上をめざします。 

キ 地域住民への普及啓発 

 在宅医療や介護に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布によって、住民

の在宅医療・介護連携の理解の促進を図ります。 

ク 在宅医療・介護連携に関する広域連携 

 在宅医療・介護連携において、広域的な取組を要する課題については、近隣市町と

連携を図り、情報の共有及び広域的な連携が必要な事項について協議します。 
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②在宅復帰支援の促進 

ア 退院時連携カンファレンスの推進 

 退院後の在宅等での生活を安心して過ごせるように、入院時早期よりスクリーニン

グを行い、患者の状態に応じて、入院医療機関、ケアマネジャー、民生委員、診療所

スタッフ等の関係職種により、退院へ向けた課題を協議します（状況に応じて患者家

族も参加）。 

 また、退院時における情報共有の仕組みについても充実を図ります。 

 

○在宅医療・介護連携推進事業（厚生労働省） 

 

 

  

(カ)医療・介護関係者の研修会

＊地域の実情に応じて➁と➂を同時並行で 実施する場合もある。

在 宅 医 療・介 護 連 携 推 進 事 業

事業項目と事業の進め方のイメージ

（イ）在宅医療・介護連携の課題 の抽出と

対応策の検討
■地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、
在宅医療・介護連携の現状を把握・共有し、課題の抽
出、対応策を検討

（ア）地域の医療・介護の資源の 把握
■地域の医療機関、介護事業所の機能等を情報収集
■情報を整理しリストやマップ等必要な媒体を選択して
共有・活用

（ウ）切れ目のない在宅医療と在 宅介護の提供体制の構築
■地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの
提供体制の構築を推進

市区町村

医療関係者 介護関係者

PDCAサイクルで継続的に

実施することで成長
➂（ア）（イ）に基づいた取組の実施

（エ）在宅 医療・介護関係者の情 報の共有支援
■情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療・介護関係者
の情報共有を支援

■在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用

（オ）在宅 医療・介護関係者に関 する相談支援
■医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等によ
る、在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、連
携の取組を支援

（キ）地域住民への普及啓発
■地域住民を対象にしたシンポジウム等の開催
■パンフレット、チラシ、区報、HP等を活用した、在宅医療・介護
サービスに関する普及啓発

■在宅での看取りについての講演会の開催等

（ク）在宅医療・介護連携に関す る関係市区町村の連携
■同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携し
て、広域連携が必要な事項について検討

➀地域の医療介護連携の実態把握、課題

の検討、課題に応じた施策 立案

➁地域の関係者との 関係構築・人材育成

（カ）医療・介護関係者の研修
■地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じ、
多職種連携の実際を習得

■介護職を対象とした医療関連の研修会を開催 等

＊図の出典 ︓富士通総 研「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」報告書を一部改変（平成27年度老人保健健康増進等事業）

在
宅
医
療
介
護
連
携
の
推
進

○　在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成

　　25年度～27年度）により一定の成果。それを踏まえ、平成26年介護保険法改正により制度化。

○　介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等関係団体と連携しつつ取り組む。

○　本事業の（ア）～（ク）の８つの事業項目すべてを、平成30年4月にはすべての市区町村が実施。

○　８つの事業項目は、郡市区医師会等（地域の医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。

○　都道府県は、市町村における事業の進捗状況等を把握し、地域の課題等を踏まえ、都道府県医師会等関係団体と緊密に連携しつつ、保

　　健所等を活用しながら、市区町村と郡市区医師会等関係団体等との協議の支援や、複数市区町村の共同実施に向けた調整等により支援。

○　国は、事業実施関連の資料や手引き、事例集の整備、セミナーの開催等により支援するとともに、都道府県を通じて実施状況を把握。
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（４）地域共生社会の実現 

 「地域共生社会」は、子ども・高齢者・障がい者などすべての人々が地域、暮らし、生

きがいをともに創り、高め合うことができる社会です。地域共生社会の実現には、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、支え合いながら、

自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの公的サービスと協働して助

け合いながら暮らすことのできる仕組みの構築が必要です。本村においても国の動向を踏

まえ、地域共生社会の実現に向けた取組を進めていきます。 

 

○「地域共生社会」の実現に向けた改革工程（厚生労働省） 

 

 

①地域課題の解決力の強化 

 身近な地域で、住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みる体制づくりや地域に多

様な集いの場を整備するほか、社会福祉協議会の地域における取組を促進します。 

 地域住民の支え合う力を育むとともに、民生委員児童委員、市民後見人など地域生活

を支える人材の活動の促進や育成を進めます。また、勤労世代が地域の活動に参加する

ことができるよう、ボランティア休暇制度の普及促進、テレワークの普及促進などに取

り組みます。 
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②地域丸ごとのつながりの強化 

 生活困窮者、高齢者、障がい者などへの居住支援を進めます。 

 また、さまざまな課題を抱える人が地域での就労又は活動に参加しやすくなるよう、

就労の場づくり等の支援体制を強化します。 

 退職高齢者については、多様な雇用・就業機会の創出や支え合い活動の拠点など、社

会参加の場の創出を行います。 

 

③地域を基盤とする包括的支援の強化 

 生活上の困難を抱える方が地域において自立した生活を送ることができるよう、保健、

医療、福祉、教育等が連携し、地域住民の支え合いにより、包括的支援体制の構築に向

けた取組を推進します。また、「共生型サービス」の創設に伴い、サービスの整備を進め

ていきます。 

 

④専門人材の機能強化・最大活用 

 保健医療福祉の専門人材について、対人支援を行う専門資格を通じた新たな共通基礎

課程の創設を検討します。共通基礎課程創設までの間の当面の措置として、今年度中に、

福祉系国家資格を持つ者への保育士養成課程・試験科目の一部免除などの運用改善を検

討します。 
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２．住民相互で支え合う地域づくりの推進 
 高齢者が住み慣れた地域において自立し、社会に参加してくためには、地域全体が高齢者

を支える仕組みづくりが必要です。このため、ボランティアや地域活動の担い手づくり、地

域交流、相談等の支援活動やグループづくりを促進します。あわせて、地域包括支援センタ

ー及び住民福祉課において住民のニーズをつかみ、必要に応じて専門機関につなげます。 

 また、地域住民がサービスの受け手にとどまらず、ともに自治を担う主体として、自主的

に福祉活動に参加し、協働して住みよい地域づくりを進めることが重要です。このため、そ

れぞれの立場の役割を再認識しながら、日々見守りを行い、連携を密にとりながら解決に臨

むネットワークを強化するとともに、交流やふれあいを通じて住民すべての参画のもとで「わ

が事・丸ごと」の地域共生社会による地域づくりをめざします。 

 

（１）地域における支え合いの促進 

 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ためには、地域に

おける相互の助け合いが不可欠です。 

 高齢者の日常生活の支援や、緊急時等における発見・対応等の充実のため、住民等によ

る見守り・声かけや介護予防活動等の地域福祉に関する取組を促進します。 

 また、高齢者自身の地域活動への積極的な参加は、活力ある地域社会の形成のために重要

な取組となり、高齢者の生きがいの場を確保する観点からも、その活動の支援を図ります。 

①福祉教育の推進 

 学校、教育委員会との連携により、児童生徒の奉仕活動への参加を促進し、早くから

奉仕活動に携わる機会の拡大に努めます。 

 また、福祉に対する正しい認識と理解を深め、それぞれが自分のできる範囲で助け合

いの精神が村民に浸透するよう、広報・啓発の充実を図ります。 

②ボランティアの育成支援 

 村民の多様なニーズに柔軟に対応するためには、公的機関や介護保険事業者のみなら

ず、NPO法人や住民ボランティア等の活動に参加するマンパワーが必要です。そこで、

誰もが自分の能力や技能を活かしてボランティア活動に参加できるよう、また、さまざ

まなボランティア団体が有効に活動できるよう支援します。 

 また、地域住民を対象としたセミナーや、高齢者の交流活動等の促進を行う中で、ボ

ランティアの養成に努めます。 

 さらに、高齢者自身がボランティアとして活動しやすい環境整備に努め、その活動の

充実を図ります。 

③交流の場づくりの推進 

 村内各地区公民館を利用し、月１～２回サロン活動を行い、高齢者の交流の場づくり

を進めます。 
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（２）権利擁護・虐待防止の推進 

高齢者が要介護状態や認知症になっても、本人の尊厳や権利が守られ、安心して地域生

活を送れるように、地域包括支援センターを中心とした相談機能を強化するとともに、成

年後見制度の利用促進等の権利擁護事業を進めます。 

また、高齢者の虐待を未然に防ぐため、地域の見守りネットワークの整備や相談窓口の

充実等に、関係機関等と連携して取り組みます。 

①成年後見制度利用支援事業 

地域包括支援センターにおいて、権利擁護の観点から支援が必要と判断した場合には、

村として成年後見制度の申立てに関する支援を行います。 

また、鑑定又は診断書の作成手続きに速やかに取り組めるよう、医療機関との連携を

確保するとともに、高齢者が適切な成年後見人を選任できるよう、地域で成年後見人と

なるべき人を推薦する団体等を高齢者やその親族に紹介します。 

広報等の取組により、成年後見制度の周知を図ります。 

②日常生活自立支援事業の推進 

判断能力が十分でない人の日常生活を支援するため、社会福祉協議会において、福祉

サービス等の利用援助、日常生活上の金銭管理等の直接的なサービスを提供する日常生

活自立支援事業の周知を図ります。また、県社会福祉協議会や新庄村社会福祉協議会と

連携して、高齢者の生活支援を推進します。 

③虐待防止の推進 

高齢者への虐待を未然に防ぐため、家族介護者等の養護者に対し、負担を軽減するた

めの支援を行います。また、高齢者の虐待防止に関する情報を積極的に提供し、介護職

員や村民の意識向上を図るとともに、地域や介護施設等における虐待事例を早期発見し

迅速な対応が図れるよう、地域の見守りネットワークの整備・充実を推進します。 

 

 

  



第５章 地域包括ケアシステムの深化・推進 

29 

（３）ひとり暮らし高齢者等への支援 

ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯が増加しており、地域の中で孤立し、閉じ

こもりになる高齢者の増加が懸念されています。地域の中で生きがいを持ち、ともに楽し

む仲間を持つことができるよう、仕組みづくりや活動支援を行うとともに、生活支援や見

守り活動を推進します。 

①軽度生活支援事業 

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、日常生活上の援助が必要な人に対して、支

援を行う家庭奉仕員（ホームヘルパー）を派遣し、外出時の援助・買い物等、軽易な日

常生活上の援助を行います。住み慣れた家での生活の維持と自立を促すとともに、要支

援・要介護状態への移行を防止します。 

②見守り活動の推進 

愛育委員・栄養改善協議会を「新庄村孤立防止推進員」とし、民生児童委員と連携し

た各地区の高齢者等の安全・安心の確保と孤立防止のための見守り活動を推進します。 

 

（４）住民活動とリーダー育成の支援 

 地域の中で、自ら住民活動に参加し、役割をもって地域の中で活躍できるようなボラン

ティア活動者を育成し、元気な高齢者の活動の場を広げます。また、団塊の世代、子育て

世代、若者を中心にさまざまな世代で、住民活動に参加したいと考える地域の人材に対し

て、多様な参加の機会を提供し、気軽に活動が始められる環境を整えます。 
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第６章 生きがいづくり・社会参加の促進 

１．生きがいづくり 

（１）老人クラブ活動 

村内の各老人クラブは、社会奉仕、スポーツ振興、教育講座、介護予防等の仲間づくり

や生きがい、健康づくりにつながり、生活を豊かにする活動を行っています。また、個々

の知識や経験を活かして、地域諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動に取り組んで

います。 

このような高齢者の社会参加及び知識・技能の伝承、社会奉仕活動や健康増進活動等を

いっそう推進するため、その活動の支援の充実を図ります。 

 

（２）生涯学習の推進 

高齢期に充実した生きがいのある生活を送ることができるよう、公民館を中心に各種趣

味・教養を高めるための講座の開催やサークル活動の支援等を行います。 

また、その学習成果や、個々人の知識と経験が地域、社会に活かされるよう、生涯学習・

社会教育活動の指導者やボランティアとしての活躍の場の提供に努めます。 

公民館等と連携し、より多くの高齢者の参加を図りながら事業を推進します。 

 

（３）村民スポーツの振興 

体力づくり・健康づくりに関連して、スポーツやレクリエーションに対するニーズは増

大、多様化しており、高齢者をはじめ村民が気軽に参加できる生涯スポーツやレクリエー

ション活動を促進します。 

日常的に活動ができる施設等の充実を図るとともに、バランスのよいライフスタイルを

築くことができるよう、教育委員会や公民館と連携し、スポーツ活動推進体制の強化・充

実を図ります。 

 

（４）世代間・地域交流の促進 

高齢化・少子化・核家族化が進行する中で、子どもたちのやさしい心を育むとともに、

高齢者の生きがいづくりを推進するため、世代間交流や伝承活動等を推進します。各種団

体による教育・文化・芸能・趣味や生産活動、ボランティア活動等については、できるだ

け幅広い年齢層を対象として実施されるよう協力を呼びかけるなど、世代を越えた交流の

場づくりに努めます。また、ひとり暮らしの高齢者等が生きがいを持って生活できるよう、

近隣での交流事業の促進に努めます。 
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２．社会参加の促進 

（１）生涯現役の就労促進 

高齢者の社会参画や就労支援、生きがいづくりに資するため、概ね60歳以上の人に就業

相談・紹介サービス等を行うミニシルバー人材センターについて周知し、高齢者の利用を

促進します。また、ミニシルバー人材センターを通じた就労機会の拡充のため、企業及び

一般に向けた事業内容の周知を図ります。 

 

（２）公民館活動への参加の促進 

公民館における地域の特性に応じたさまざまな活動に、より多くの高齢者が参加し、生

涯学習や生きがい・健康づくりの機会を得られるよう図ります。 

また、公民館やボランティア団体との連携を密にし、高齢者グループの活動を支援しま

す。 

 

（３）ボランティア活動の促進 

地域活動への高齢者の積極的な参加は、活力ある地域社会の形成のために重要な力とな

ります。高齢者がボランティアに参加しやすい環境整備に努め、ボランティア活動を通じ

た交流を促進し、高齢者同士の生きがいづくりを図ります。 
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第７章 高齢者の元気づくりと日常生活の支援 

１．健康づくり対策 

（１）高齢者の健康づくりの推進 

「健康メルヘン21計画」に基づき、高齢者一人ひとりが健康づくり行動に取り組めるよ

う、「食育」「たばこ」「飲酒」「運動・肥満」「歯科保健」「血圧」「がん検診」といった7つ

の指標に対して支援しています。また、高齢者が心身ともに健康であるよう、生活習慣病

の予防、健康増進など健康に関する正しい知識の普及のため、広報紙への健康情報の掲載、

各地区での健康相談を実施しており、健康相談を通じて、心身の健康相談に応じ、在宅寝

たきりの方又は認知症の方には保健師等が訪問指導を行っています。 

健康づくりには普段の生活習慣の改善が欠かせないため、高齢者だけでなく、家族や地

域、村内の各団体の協力を得ながら全体で健康意識の向上を図ります。 

また、村内で受けることのできる集団健診、診療所での健診を継続し、年に1回は健診

を受けることで、異常の早期発見、治療に努めるよう推進します。健康診断は、特定健康

診査、各種ガン検診の受診奨励を愛育委員等を通じて行うとともに、人間ドックや脳ドッ

クについても助成金を交付し受診を奨励します。 

 

（２）地区組織活動への支援 

愛育委員会や栄養改善協議会等による、健康づくりに欠かせない生活習慣病対策に重点

をおいた地域や集団での活動を支援します。 

会員の資質向上のための教育研修事業を実施し、生活習慣病予防のための健診受診への

声かけや、適切な食生活の知識の地域への普及を図ります。 

 

 

（３）森林セラピー「ゆりかごの小径」の推進 

本村は、森林セラピー協議会を中心として、その豊かな森林資源を心身の健康に活かす

森林セラピーを推進しています。森林レクリエーションや森林浴、森林内の地形を活かし

た歩行リハビリテーション、樹木や林産物を利用する作業療法、散策カウンセリングやグ

ループアプローチなどが、地域の高齢者の元気づくりにも活かされるよう、この取組のい

っそうの推進を図ります。 
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２．介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

（１）一般介護予防事業 

元気な高齢者を含むすべての第１号被保険者を対象に、平成27年度においては従来型の

一次予防事業を実施し、平成28年度からは地域団体等多様な主体の協力を得ながら、制度

改正に基づく以下の一般介護予防事業を実施できるよう体制を整備し、これを推進します。 

 

①介護予防把握事業 

収集した情報等の活用により、閉じこもりなど、何らかの支援を要する高齢者等を把

握し、介護予防活動への参加につなげます。 

 

○目標量 単位：人／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

人数 10 10 10 

 

②介護予防普及啓発事業 

介護予防に関する講演会の実施、パンフレットの作成等を行うとともに、介護予防教

室（スマートヘルスケア事業）を実施します。 

 

○目標量 単位：人・回／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

のべ参加者数 180 180 180 

開催回数 4 4 4 

 

③地域介護予防活動支援事業 

介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修や、介護予防に役立つ地域

活動を行う組織の支援を行います。 

 

④一般介護予防事業評価事業 

本計画の目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行います。 

 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

介護予防の取組を強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等

のリハビリテーション専門職等による助言等を行います。 
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（２）介護予防・生活支援サービス事業 

平成30年度より、地域支援事業として、地域団体等多様な主体の協力を得ながら、以下

の介護予防・生活支援サービス事業を推進します。 

なお、この介護予防・生活支援サービス事業の実施のため、地域においてその提供体制

の構築に向けた資源開発やネットワーク構築等の機能を果たす「生活支援コーディネータ

ー（地域支え合い推進員）」を配置します。 

合わせて、介護予防・生活支援サービスの事業主体や生活支援コーディネーターが参画

し、定期的な情報共有や連携強化の場となる「協議体」を設置します。 

①訪問型サービス 

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供します。 

 

○目標量    単位：人／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実利用者数 36 36 36 

 

②通所型サービス 

要支援者等に対し、「運動器の機能向上」、「栄養指導」、「口腔機能の向上」、「うつ予防」、

「認知症予防」のプログラムを総合的に組み合わせた通所型サービスを実施し、日常生

活を支援するとともに、集いの場を提供します。 

実施にあたっては内科医師から治療状況等の助言を受け、運営には、理学療法士・歯科

医師・歯科衛生士・保健師・看護師・栄養士・介護支援専門員等が総合的に関わります。 

ア 運動器の機能向上 

加齢による動作性の低下防止と運動器の機能向上を図るため、ストレッチ、有酸

素運動、各々の体力に応じて重さを調整できるおもりを用いた運動等を実施します。 

イ 栄養改善 

「食べること」を通じて、高齢者の低栄養状態の改善を図るとともに、要介護状態

の重度化を予防し、生活の質の維持・向上と健康長寿の延長に寄与し、自己実現の達

成を目的として、個別的・集団的な栄養教育を行います。 

ウ 口腔機能の向上 

口腔機能の低下のおそれがある高齢者に対して、歯科衛生士等が高齢者の機能状態

に応じて、居宅で日常的に口腔機能の向上のための訓練ができるよう、相談・指導を

行います。 

 

○目標量 単位：人／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

のべ利用者数 90 90 90 
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③介護予防ケアマネジメント業務 

高齢者の自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持・向上を目標として、要

支援者及び介護予防・生活支援サービス対象者等を対象にケアプランを作成し事業の実施

状況を把握します。一定期間経過後に対象者の状態を再度評価し、必要に応じてプランの

変更を行います。また、介護が必要な状態にならないよう、必要な支援を行います。 

 

＜介護予防ケアプラン作成＞ 

○目標量 単位：人／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実利用者数 155 155 155 

 

④その他の生活支援サービス 

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食やひとり暮らし高齢者等への見守りを

提供します。 

 

３．地域包括支援センターによる支援の推進 

（１）総合相談支援業務の推進 

①地域におけるネットワークの構築 

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を継続していくためには、地域での相互の助

け合いが不可欠です。地域住民による地域福祉の取組を促進するとともに、地域包括支

援センターを中心として、サービス提供機関や専門相談機関、民生児童委員、近隣住民

も含めた、さまざまな関係者が協働し、地域が一体となった相互扶助のネットワーク体

制を推進します。 

②実態把握の推進 

高齢者の心身の状況や家族の状況等に関する実態を把握するため、地域におけるネッ

トワークの活用や、訪問活動、近隣住民等からの情報収集に努めます。 

③総合相談支援 

高齢者及びその家族や近隣住民、地域におけるネットワーク等を通じて幅広い相談に

応じ、的確な状況把握を図るとともに、サービスや制度の情報提供、関係機関への紹介

等を行います。 

課題が複雑なケースや、認知症等に関する相談等専門的な対応が必要な場合は、詳細

な情報収集を行った上で、個別の支援計画を作成・実施します。 

  



第７章 高齢者の元気づくりと日常生活の支援 

36 

（２）権利擁護業務 

地域住民、民生児童委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない

等の困難な状況にある高齢者について、適切なサービスや機関につなぐなどの必要な支援

を行い、その権利擁護を図ります。 

 

①成年後見制度の利用促進 

成年後見制度とは、認知症のある人や知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不

十分で、契約等の法律行為において利害の得失を判断することが難しい人に代わって、

裁判所に認定された人が代理権、同意権又は取消権を行使する制度です。 

実態把握や総合相談の過程で、権利擁護の観点から必要と判断した場合には、成年後

見制度の申立てに関する支援を行います。 

②高齢者虐待への対応 

高齢者虐待は「身体的虐待」、「介護放棄」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「経済的虐待」

等に区分され、それぞれの事例に対応した、きめ細かな相談支援が求められています。 

虐待の事例を把握した場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律」に基づき、速やかに訪問して状況を確認するなど、適切な対応を図ります。 

③困難事例への対応 

高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している、高齢者自身が支援を拒否している

などの困難事例を把握した場合には、地域包括支援センター全体で対応を検討し、必要

な支援を行います。 

④消費者被害の防止 

高齢者が被害者となるケースの多い「リフォーム詐欺」や「振り込め詐欺」、「架空請

求」等の犯罪を未然に防止するため、担当部局と定期的な情報交換を行うとともに、民

生児童委員、ケアマネジャー、ホームヘルパー等に情報提供を行い、啓発活動の充実を

図ります。 

また、被害の早期発見、迅速かつ適切な対応のために、関係機関と連携を図りながら

問題解決に取り組みます。 

 

（３）地域ケア会議の充実 

高齢者に必要なサービスや支援を円滑に提供するため、保健・医療・福祉の関係者が高

齢者のニーズの把握や具体的処遇方策の検討、関係サービス機関とのサービス調整、地域

課題に対する提言などを行う地域ケア会議の充実を図ります。 
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４．認知症のある人への支援 

（１）認知症ケアパスの推進 

認知症の状態に応じたサービス提供等を実施していくため、認知症ケアパスによる相談

支援体制の強化を図ります。 

 

（２）本村に合った支援体制の推進 

地域全体で認知症のある人の生活支援や早期発見等の対応を行う地域ケアマネジメント

体制の強化を図ります。 

地域包括支援センター、高齢者保健福祉センターを中心として、保健・医療・福祉関係

機関や商店街等の地域住民との連携を図り、認知症のある人やその家族の見守り支援を行

うためのネットワークづくりを推進します。 

認知症対策を総合的に検討することを目的とした、認知症を取り巻く関係機関からなる「認

知症初期集中支援チーム」により、認知症のある人の早期対応、重度化防止につなげます。 

 

（３）認知症に対する理解の促進 

健康教育、健康相談、健康診査等の機会を活用し、認知症に関する正しい知識の啓発に

努め、知識不足に起因する虐待や介護放棄の防止、認知症発生予防と早期発見、地域にお

ける認知症者の支援を図ります。 

認知症サポーター養成講座を順次開催し、村民全員が認知症サポーターとして正しい知

識を持ち、行動できる地域づくりを図ります。 

 

（４）早期診断・適切なケアの普及 

かかりつけ医と地域包括支援センターが連携を強化し、スクリーニングにおいて認知症

を早期に把握し、介護予防事業にて初期段階からの適切な対応を行います。 

また、要介護申請時においての相談支援及び認知症の症状等に配慮した医療機関と連携

し、適切な医療を選択できるよう努めます。 

 

（５）認知症のある人・家族等への支援 

認知症のある人を抱える家族を対象に、介護指導や介護者の健康管理指導等を行い、在宅

での介護をサポートします。また、家族介護者同士の交流、情報交換の場の提供に努めます。 

  



第７章 高齢者の元気づくりと日常生活の支援 

38 

５．任意事業の推進 

（１）認知症高齢者見守り事業 

 地域における認知症のある人の見守り体制の構築を目的とし、認知症に関する広報・啓

発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症のある人に関する知識

のあるボランティア等による見守りのための訪問等を行います。 

 
○見込量 単位：人／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実利用者数 17 17 18 

 

（２）成年後見制度利用支援事業 

 低所得の高齢者に係る成年後見制度の市町村申立てに要する経費や、成年後見人等の報

酬の助成等を行います。 

 
○見込量 単位：人／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実利用者数 1 1 1 

 

（３）福祉用具・住宅改修支援事業  

 福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供・連絡調整等の実施や福祉用具・住宅改修

に関する助言のほか、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類の作成、そ

の書類を作成した場合の経費の助成を行います。 

 
○見込量 単位：件／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

のべ利用件数 6 6 6 
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（４）配食サービス 

 栄養改善が必要な高齢者に対し、社会福祉協議会等と連携して配食の支援を行い、対象

者の状況を定期的に把握するとともに、必要に応じて地域包括支援センター等に報告しま

す。 

 

○見込量 単位：件／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

のべ利用者数 270 270 270 

 

（５）高齢者世帯からの通報の随時受付 

 高齢者のいる世帯における家庭内の事故等の通報に随時対応できるよう、通報装置の設

置を進めるほか、本村の情報システムを活用した新たな通報システムや、配送事業者等と

連携した通報の仕組みづくりを検討します。 

 

＜通報装置＞ 

○見込量 単位：件／年 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

のべ利用件数 7 7 8 

 

（６）高齢者の生きがい・健康づくり推進 

 地域社会における高齢者の生きがいと社会参加を促進するため、地域の各団体の参加と

協力のもとに、各種サービスの提供を図ります。 
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（７）介護給付費等費用適正化事業 

 「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・縦覧点検」、「介護給付費通知」の主要５事業を柱とし介護給付の適正化をいっそう推

進します。 

 

■主要５事業 

区分 内容 実施目標 

要介護認定の

適正化 

要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査の内

容について、点検を実施します。 
実施 

ケアプランの

点検 

居宅介護支援事業者に対してケアプランの調査を実施

し、町職員等の第三者が点検及び支援を行います。 

村内事業所

で実施 

住宅改修等の

点検 

受給者宅の訪問調査を行い、住宅改修の施行状況や福祉

用具の利用状況等を点検することで、不適切な住宅改修を

防ぎ、必要な福祉用具の利用を進めます。 

全件実施 

医療情報との

突合・縦覧点検 

介護報酬の支払状況を確認し請求内容の誤り等を早期に

発見、適切な処置を行うほか、医療情報と介護保険の給付

情報を突合し、医療と介護の重複請求の防止を図ります。 

実施 

介護給付費 

通知 

利用者に対してサービス利用実績を通知し、サービスに

要した保険給付費を確認してもらい、不正請求の防止、給

付の適正化を推進します。 

全件実施 
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第８章 要支援・要介護者への支援 

１．介護給付・予防給付サービスの実施 

（１）居宅介護サービス 

①居宅介護支援・介護予防支援 

【現状】 

 居宅介護支援は、介護サービスを適切に利用するため、利用者に対しサービスの調整・

管理及び利用できる限度額の管理を行うサービスです。第6期計画期間中はほぼ計画通

りの利用となっています。 

介護予防支援は、地域包括支援センターにおいて要支援の認定を受けた人に対し介護

予防サービスプランを作成するサービスです。第６期においては、地域支援事業への移

行が進み利用が減少しました。 

 

 

【今後の方針】 

ケアマネジャー（介護支援専門員）による相談やスムーズなケアプラン作成のための

体制を充実し、介護サービス事業者と連携し、サービスのさらなる向上を図ります。  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 396 384 408 444 612 660 696

実績 347 370 432
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■居宅介護支援

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 156 156 84 60 60 60 60

実績 105 54 11
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②訪問介護・介護予防訪問介護 

【現状】 

訪問介護は、訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、食事、入浴、排せつ等

の介護、調理や洗濯等の生活援助や相談等を行うサービスです。平成27年度、平成28

年度においては、実績値が計画値を下回り、平成29年度では利用が増加する見込みです。 

介護予防訪問介護は、第６期において地域支援事業へと順調に移行し、サービスを廃

止しています。 

 

 
 

 
 

【今後の方針】 

サービス事業者との連携を図り、供給量の確保に努めます。 

介護予防訪問介護については、平成29年度から地域支援事業に移行しました。 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 902 959 1,146 1,489 1,489 1,489 1,489

実績 622 724 1,063
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 36 12 0 0 0 0 0

実績 22 11 0
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③訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

【現状】 

移動入浴車等が寝たきり高齢者等の自宅を訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介

護を行うサービスです。第６期においては利用がありませんでした。 

 

【今後の方針】 

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護ともに、計画値は見込みませんが、利用者のニ

ーズの把握に努めます。 
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④訪問看護・介護予防訪問看護 

【現状】 

訪問看護は、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が

自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。介護給付では利用が伸

びているものの、計画を下回っています。 

介護予防訪問看護は、第6期期間中の利用はありません。 

 

 
 

 
 

【今後の方針】 

適切な医学的管理を要するサービスであり、主治医等の判断に基づき、他のサービス

との組み合わせにより、生活や心身の状況に合わせた質の高いサービスの提供に努めま

す。 

医療・介護連携の強化の観点からも、必要とする人に適切な看護サービスが提供でき

る体制の維持を図ります。 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 60 60 72 36 36 36 48

実績 33 41 60
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■訪問看護
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第6期 第7期 目標年度

計画 140 168 167 0 0 0 0

実績 0 0 0
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⑤訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

【現状】 

理学療法士や作業療法士等が自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復や日常生活の自

立支援のためのリハビリテーションを行うサービスです。第６期においては利用があり

ませんでした。 

 

【今後の方針】 

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションともに、計画値は見込み

ませんが、利用者のニーズの把握に努めます。 
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⑥通所介護・介護予防通所介護 

【現状】 

通所介護は、デイサービスセンターに通い、入浴、食事の提供、生活指導、介護や生

活上の相談や助言、健康状態の確認、レクリエーション等を通じたADL（日常生活動作）

の向上のためのリハビリテーションを受けるサービスです。第６期においては、計画値

に前後する利用となっています。 

介護予防通所介護については、順調に地域支援事業に移行し、平成29年度から廃止と

なっています。 

 

 

 
 

【今後の方針】 

利用者の心身の状況を踏まえ、利用日設定や送迎を円滑に行うとともに、利用者の多

様なニーズに対応できるようサービスの充実に努めます。 

介護予防通所介護については、平成29年度から地域支援事業に移行しています。 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 2,472 2,513 2,671 2,324 2,324 2,335 2,368

実績 2,882 2,516 3,569

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

（見込）

■通所介護
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 108 24 0 0 0 0 0

実績 71 29 0
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⑦通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

【現状】 

介護老人保健施設や医療機関に通い、心身の機能の維持・回復を図り、日常生活の自

立を助けるリハビリテーションを受けるサービスです。第６期においては利用者があっ

たことから、計画を大きく超える利用となりました。 

介護予防通所リハビリテーションについては、第6期中の利用はありません。 

 

 
 

【今後の方針】 

近隣市町村の事業所の協力を得ながら、利用希望者の状況に合ったサービスの提供を

図ります。また、関連する保健・医療機関等との連携を図りながら、多様なニーズに対

応できるよう介護保険サービス及び地域生活支援事業全体の質と量の向上に努めます。 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 0 0 0 24 24 24 12

実績 27 19 9
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⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

【現状】 

短期入所生活介護は、介護老人福祉施設等に短期間宿泊し、入浴、排せつ、食事等の

日常生活のサービスや、機能訓練を受けるとともに、介護者の身体的・精神的負担を軽

減することを目的としたサービスです。平成27年度においては大きなニーズがあったも

のの、平成29年度の利用はありませんでした。 

介護予防短期入所生活介護は、第６期においては利用がありませんでした。 

 

 
 

【今後の方針】 

在宅での介護の状況や認定者の心身の状況に応じ、適切なサービスを提供できるよう、

近隣市町村の施設の協力を得ながら、利用しやすい体制の確保に努めます。 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 0 0 0 12 24 24 24

実績 19 2 2
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⑨短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

【現状】 

短期入所療養介護は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間宿泊し、食

事、入浴、排せつ、その他日常生活の介護や、医学的管理のもとに看護や介護、機能訓

練等の療養介護を受けるサービスです。平成27年度、平成28年度には計画を超える利

用がありましたが、平成29年度の利用はありません。 

介護予防短期入所療養介護は、第６期においては利用がありませんでした。 

 
 

【今後の方針】 

在宅での介護状況や認定者の心身の状況に応じ、適切なサービスを提供できるよう、

近隣市町村の施設の協力を得ながら、利用しやすい体制の確保に努めます。 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 12 12 12 12 12 12 12

実績 13 19 11

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

（見込）
（人/年）

■短期入所療養介護



第８章 要支援・要介護者への支援 

50 

⑩居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

【現状】 

居宅療養管理指導は、主治医の指示により、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、

歯科衛生士等が自宅を訪問し、定期的な療養上の管理や指導を行うサービスです。平成

27年度、平成28年度において利用がありました。 

介護予防居宅療養管理指導は、第６期においては利用がありませんでした。 

 
 

【今後の方針】 

適切な療養管理を受けられるよう、地域ケア会議等を通じて医療機関をはじめ各関係

機関との連携強化を図ります。また、疾病等を有する利用者に対し適切な指導を実施で

きる体制の整備に努めます。 

介護予防居宅療養管理指導は計画値を見込みませんが、利用者のニーズの把握に努め

ます。 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 12 12 12 0 0 0 0

実績 3 6 0
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■居宅療養管理指導
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⑪特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

【現状】 

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム等で、一定の計画に基づいて提供される

入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の介護及び機能訓練や療養上の世話を

受けるサービスです。第６期においては、利用人数が増減しながらも、ある程度の利用

がありました。 

介護予防特定施設入居者生活介護は、第６期においては利用がありませんでした。。 

 

 
 

【今後の方針】 

利用希望者の把握に努め、必要に応じ適切なサービスを提供できるよう、近隣市町村

の施設の協力を得ながら、利用しやすい体制の確保に努めます。 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 0 24 24 48 48 48 48

実績 12 34 71
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■特定施設入居者生活介護
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⑫住宅改修（介護給付・介護予防給付） 

【現状】 

住宅改修は、要介護高齢者等の居宅での生活上の障壁を軽減するために、手すりの取

り付けや段差解消、洋式便器への取り換え等を行うものです。第６期においては、増減

があるものの、ある程度の利用がありました。 

介護予防給付による住宅改修についても、計画を下回りながらも利用がありました。 

 

 
 

 
 

【今後の方針】 

居宅介護支援事業所の担当者等と連携し、適切な給付に努めます。 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 240 219 208 0 0 0 0

実績 367 145 125
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■住宅改修費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 472 488 510 0 0 0 0

実績 30 284 0
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■介護予防住宅改修
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⑬福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

【現状】 

福祉用具貸与は、心身の機能が低下した在宅の要介護高齢者等を対象に、介護ベッド

や車いす等の日常生活を助ける用具や機能訓練のための用具を貸与するサービスです。

第６期においては、増減しながらも計画値前後の利用がありました。 

介護予防福祉用具貸与は、第６期において、一定量の利用がありました。 

 

 
 

 

【今後の方針】 

認定者の心身の状況に応じ、保健師や理学療法士等との連携を深めながら、適切な福

祉用具の利用促進及び選定の援助を推進します。 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 3,739 3,519 4,008 4,413 4,413 4,495 4,576

実績 3,640 4,078 4,141

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

（見込）

4

（千円/年）

■福祉用具貸与

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 337 385 389 97 97 97 97

実績 115 107 97
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■介護予防福祉用具貸与
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⑭特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

【現状】 

特定福祉用具購入費は、福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつに使用され

る用具の購入費の支給を行うサービスです。第６期においては、増減があるものの一定

の利用がみられました。 

特定介護予防福祉用具購入費は、平成28年度に利用があったものの、低調な利用とな

っています。 

 

 
 

 
 

【今後の方針】 

福祉用具の活用は、在宅生活での利用者本人の自立支援や介護者の負担を軽減する上

で重要です。利用者の身体の状況に合わせた適正な利用を促進します。 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 136 136 164 0 0 0 0

実績 148 111 0
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■特定福祉用具購入費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 329 385 386 0 0 0 0

実績 0 44 0
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■特定介護予防福祉用具購入費
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（２）施設介護サービス 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

【現状】 

常時介護を必要とする高齢者で、自宅での介護が困難な要介護者が入所し、入浴、排

せつ、食事等の介護、その他日常生活や療養上の世話、機能訓練、健康管理を行う施設

サービスです。第６期においては、近隣市町村等での利用が拡大し、計画を上回る利用

がありました。 

 

 
 

【今後の方針】 

近隣市町村と連携し、広域的な取組の中でサービスの確保を図ります。居宅サービス

との役割分担を踏まえ、利用者の生活環境に配慮しつつ、介護度の高い利用者への重点

的なサービス提供に努めます。 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 132 132 132 168 168 168 168

実績 181 181 171
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■介護老人福祉施設
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②介護老人保健施設 

【現状】 

病状が安定しており、看護や介護に重点を置いたケアが必要な人が入所し、医学的管

理のもとに機能訓練や、日常生活の介助を行うサービスです。居宅における生活への復

帰をめざす施設で、原則として要介護者が入所対象者となります。平成27年度において

は実績値が計画値を上回り、平成28年度以降、利用は減少しています。 

 

 
 

【今後の方針】 

近隣市町村と連携し、広域的な取組の中でサービスの確保を図ります。利用者の心身

の状況に合わせ、医学的管理のもと在宅復帰をめざすためのリハビリ機能や日常生活介

護の充実に努めます。 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 36 48 48 48 48 48 48

実績 52 44 31
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■介護老人保健施設
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③介護療養型医療施設 

【現状】 

急性期の治療が終わり、長期にわたって療養を必要とする人が入所し、看護や医学的

管理下での介護、機能訓練及びその他必要な医療を行う施設サービスです。第6期にお

いては利用がありませんでした。 

 

【今後の方針】 

必要とする人に適切にサービスを提供できるよう、サービスの動向を注視し、調整に

努めます。 

また、新たに創設された「介護医療院」の動向について近隣市町村と連携しながら調

整に努めます。 
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（３）地域密着型サービス 

①認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

【現状】 

比較的安定した認知症状態の要介護者が、少人数の家庭的な環境のもとで共同生活を

送りながら、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援及び機能訓練等を受ける

サービスです。 

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護とも、第６期におい

ては計画値を見込んでおらず、利用もありませんでした。 

 

【今後の方針】 

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護は村内未整備となっ

ています。第７期においても整備せず、計画値は見込みませんが、利用者のニーズの把

握に努め、近隣市町村の協力を得ながら必要に応じサービスの確保・提供を図ります。 
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②小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

【現状】 

日常生活における介護や機能訓練等を受けるサービスです。施設等への通所が中心と

なりますが、心身の状態や希望等に応じて、訪問や宿泊のサービスを組み合わせて利用

することができます。第６期においては計画に前後する一定量の利用があります。 

介護予防小規模多機能型居宅介護の利用は若干名となっています。 

 

 
 

 

【今後の方針】 

認知症のある人等が住み慣れた地域で家庭的なサービスを受けることができるよう、

居宅介護と施設介護の中間的な位置付けとし、多機能なサービス提供に努めます。 

看護小規模多機能型居宅介護への転換に向け、人材の確保や施設の充実などについて

検討します。 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 168 168 168 156 156 84 0

実績 151 178 117
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■小規模多機能型居宅介護

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 24 24 24 0 0 0 0

実績 0 6 0
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③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

【現状】 

定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排せ

つ・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービス

です。第６期の実績値は、計画を下回り、減少傾向となっています。 

 

 
 

【今後の方針】 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は村内未整備です。第７期においては、

近隣市町村と連携し、広域的な取組の中でサービスの確保を図ります。 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 48 48 48 12 12 24 12

実績 34 24 12
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■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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④地域密着型特定施設入居者生活介護 

【現状】 

介護保険の指定を受けた入居定員が29名以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽

費老人ホーム等が、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他

必要な日常生活上の支援を行うサービスです。第６期においては計画値を見込んでおら

ず、利用もありませんでした。 

 

【今後の方針】 

地域密着型特定施設入居者生活介護は村内未整備です。第７期においても整備せず、

計画値は見込みませんが、ニーズの把握に努め、近隣市町村の協力を得ながら必要に応

じサービスの確保・提供を図ります。 

 

⑤看護小規模多機能型居宅介護 

【現状】 

現在、村内に該当サービスはありません。 

 

 
 

【今後の方針】 

現在村内にある小規模多機能型居宅介護の事業所を、今期中に看護小規模多機能型居

宅介護に転換することを目指し、支援を図ります。 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 0 0 0 0 0 96 180

実績 0 0 0
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■看護小規模多機能型居宅介護
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⑥地域密着型通所介護 

【現状】 

前期計画ではサービス提供の予定がありませんでしたが、近隣市町等の事業所の転換

などにより、平成29年度に利用が見られます。 

 

 
 

【今後の方針】 

近隣市町村と連携し、広域的な取組の中でサービスの確保を図ります。利用者のニー

ズに配慮しつつ、適正なサービス提供に努めます。 

 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第6期 第7期 目標年度

計画 0 0 0 199 199 199 199

実績 0 0 277
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■地域密着型通所介護
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２．第1号被保険者の保険料 

（１）介護保険給付費等の見込み 

①介護給付費の見込み 

 単位：千円 

  
第７期見込額 

平成37年度 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

居宅サービス     

 

訪問介護 4,325  4,327  4,327  4,327  

訪問入浴介護 0  0  0  0  

訪問看護 1,808  1,808  1,808  2,049  

訪問リハビリテーション 0  0  0  0  

居宅療養管理指導 0  0  0  0  

通所介護 15,405  15,411  15,478  15,679  

通所リハビリテーション 687  621  532  78  

短期入所生活介護 1,036  1,711  1,711  1,711  

短期入所療養介護（老健） 420  420  420  420  

短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  0  

福祉用具貸与 4,413  4,413  4,495  4,576  

特定福祉用具購入費 0  0  0  0  

 
住宅改修費 0  0  0  0  

 
特定施設入居者生活介護 7,253  7,256  7,256  7,256  

地域密着型サービス     

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  0  0  0  

夜間対応型訪問介護 0  0  0  0  

認知症対応型通所介護 0  0  0  0  

小規模多機能型居宅介護 27,793  28,458  16,051  0  

認知症対応型共同生活介護 0  0  0  0  

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 3,332  3,334  6,440  3,106  

看護小規模多機能型居宅介護 0  0  21,813  42,221  

地域密着型通所介護 1,439  1,439  1,439  1,439  

介護保険施設サービス     

 

介護老人福祉施設 45,439  45,460  45,460  45,460  

介護老人保健施設 11,982  11,987  11,987  11,987  

介護医療院 0  0  0  0  

介護療養型医療施設 0  0  0  0  

居宅介護支援 5,853  8,417  9,078  9,633  

介護サービス給付費 131,185  135,062  148,295  149,942  
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②予防給付費の見込み 

 単位：千円 

  
第７期見込額 

平成37年度 
平成30年度 平成31年度 平成32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 0  0  0  0  

介護予防訪問リハビリテーション 0  0  0  0  

介護予防居宅療養管理指導 0  0  0  0  

介護予防通所リハビリテーション 0  0  0  0  

介護予防短期入所生活介護 0  0  0  0  

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 97  97  97  97  

特定介護予防福祉用具購入費 0  0  0  0  

介護予防住宅改修 0  0  0  0  

地域密着型介護予防サービス     

 

介護予防特定施設入居者生活介護 0  0  0  0  

介護予防認知症対応型通所介護 0  0  0  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護 0  0  0  0  

介護予防認知症対応型共同生活介護 0  0  0  0  

介護予防支援 233  233  233  233  

介護予防給付費 330  330  330  330  

 

③地域支援事業費の見込み 

 単位：千円 

区分 
第７期見込額 

平成37年度 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

総合事業費 4,000  4,000  4,000  4,000  

包括的支援事業・任意事業費 4,500  4,500  5,000  4,500  
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（２）第1号被保険者の保険料  

①保険給付費の財源 

介護保険制度における総事業費の財源構成は、原則として50％を被保険者の保険料、

残りの50％を公費としています。また、被保険者の保険料のうち、23％を第１号被保

険者、27％を第２号被保険者がまかなうことになります。 

 

■介護給付 

【居宅・地域密着型給付費】          【介護保険施設給付費】 

        

 

 

■地域支援事業 

【介護予防・日常生活支援事業】        【包括的支援事業・任意事業】 

     

 

国

25.0%

都道府県

12.5%

保険者

（保険者）
12.5%

第１号

被保険者
23.0%

第２号

被保険者
27.0%

国

20.0%

都道府県

17.5%

保険者

（保険者）
12.5%

第１号

被保険者
23.0%

第２号

被保険者
27.0%

国

25.0%

都道府県

12.5%

保険者

（保険者）
12.5%

第１号

被保険者
23.0%

第２号

被保険者
27.0%

国
25.0%

都道府県
12.5%

保険者

（保険者）
12.5%

第１号

被保険者
23.0%
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②介護保険料の算出 

第７期介護保険事業計画期間中の介護保険サービス事業量を見込み、各種諸費用、保

険料収納率、所得段階別被保険者数の見込み等を踏まえ、介護保険料基準月額を算定し

ます。 

 

■標準給付費と地域支援事業費の見込額 単位：円 

区 分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合 計 

標準給付費 145,022,902  151,066,879  166,793,303  462,883,084  

 

総給付費 131,515,000  135,392,000  148,625,000  415,532,000  

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 
△28,898  △44,225  △50,697  △123,820  

消費税率等の見直しを勘案した影響額 0  1,624,704  3,567,000  5,191,704  

特定入所者介護サービス費給付額 10,000,000  10,500,000  11,000,000  31,500,000  

高額介護サービス費給付額 3,100,000  3,150,000  3,200,000  9,450,000  

高額医療合算介護サービス費等給付額 300,000  300,000  300,000  900,000  

算定対象審査支払手数料 136,800  144,400  152,000  433,200  

地域支援事業費 8,500,000  8,500,000  9,000,000  26,000,000  

合 計 153,522,902  159,566,879  175,793,303  488,883,084  

 

 

 

 

 

 第１号被保険者負担分相当額 112,443,110円 

＋） 調整交付金相当額（標準給付費の5.00％） 23,744,154円 

－） 調整交付金見込額（３年間合計） 52,904,000円  

－） 準備基金取崩額 12,260,000円  

 保険料収納必要額 71,023,264円  

 

÷） 予定保険料収納率 99.0％ 

÷） 所得段階別加入割合補正後被保険者数（３年間合計） 964 人 

÷） 12か月  

 介護保険料基準月額 6,200 円 

（参考） 

  平成37（2025）年度の介護保険料の試算額は、おおよそ以下の通りとなります。 

 

  

第１号被保険者負担分相当額（平成30年度～平成32年度） 

23.0％ 

標準給付費＋地域支援事業費合計見込額（平成30年度～平成32年度） 

基準月額保険料     8,866円 
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③所得段階別保険料額の設定 

本村では、国の示した方針に基づき、世帯の所得状況に応じた９段階の保険料額を設

定します。 

 

区分 

対象者 

保険料率 
月額 

（円） 

年額 

（円） 
住民税課税状況 

所得等 
世帯 本人 

第１段階 非課税 非課税 

老齢福祉年金の受給者 

又は生活保護の受給者 
0.50 3,100 37,200 

課
税
年
金
収
入
と 

合
計
所
得
金
額
の
合
計 

80万円以下 

第２段階 非課税 非課税 120万円以下 0.75 4,650 55,800 

第３段階 非課税 非課税 120万円超え 0.75 4,650 55,800 

第４段階 課税 非課税 80万円以下 0.90 5,580 66,960 

第５段階 課税 非課税 80万円超え 
1.00 

(基準) 
6,200 74,400 

第６段階  課税 

合
計
所
得
金
額 

120万円未満 1.20 7,440 89,280 

第７段階  課税 
120万円以上 

200万円未満 
1.30 8,060 96,720 

第８段階  課税 
200万円以上 

300万円未満 
1.50 9,300 111,600 

第９段階  課税 300万円以上 1.70 10,540 126,480 

 

【所得段階別加入割合】 

区分 基準所得金額 

基準額に

対する 

割合 

加入割合 
所得段階加入者数（人） 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

第１段階 

老齢福祉年金の受

給者又は生活保護

の受給者 
0.50 15.4% 55  55  55  

80万円以下 

第２段階 120万円以下 0.75 16.8% 60  60  60  

第３段階 120万円超え 0.75 14.9% 54  53  53  

第４段階 80万円以下 0.90 9.6% 35  34  34  

第５段階 80万円超え 1.00 22.8% 81  82  81  

第６段階 120万円未満 1.20 10.1% 36  36  36  

第７段階 
120万円以上 

200万円未満 
1.30 5.3% 19  19  19  

第８段階 
190万円以上 

300万円未満 
1.50 2.5% 9  9  9  

第９段階 300万円以上 1.70 2.5% 9  9  9  
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④利用者負担の軽減 

ア．高額介護（介護予防）サービス費の支給 

要支援・要介護者が１か月に支払った自己負担額（１割負担）が一定の上限額を超

えたときは、要支援・要介護者には高額介護（介護予防）サービス費として、申請に

より超えた費用を払い戻します。 

イ．高額医療合算介護（介護予防）サービス費の支給 

医療と介護に係る自己負担額をそれぞれ合算した限度額が設けられています。限度

額は所得に応じて異なり、年額で設定されます。この限度額を超えた分のうち、介護

保険に係る部分が高額医療合算介護（介護予防）サービス費として、申請により払い

戻します。 
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第９章 安心して快適に住み続けられるむらづくり 

１．高齢者の生活拠点づくりの推進 

（１）新しい暮らし方の創造 

できるだけ最期まで新庄村で暮らしたいという村民の希望に応えるため、ひとり暮らし

や高齢夫婦世帯をはじめとする、見守りや支援が必要な高齢者が安心して暮らせる居住ス

ペースの創設について検討します。 

また、住み慣れた地域で、なじみのある仲間とともに暮らせる住宅の整備を図り、お互

いに見守りあい、支え合いながら、自らの暮らしを充実させていく、新しい暮らし方を創

造します。 

 

（２）生活拠点エリアの整備 

新庄村役場、ふれあいセンター、道の駅「がいせん桜新庄宿」、がいせん桜通り周辺を生

活拠点と位置付け、地域資源を活用しながら、高齢者が暮らしやすい住宅の整備、地域に

密着した福祉サービス等の充実、暮らしに必要な設備等の整備を進めます。 

 

 

２．安心して暮らせる環境の整備 

（１）高齢者の利用に配慮した公共的施設の整備 

「岡山県福祉のまちづくり条例」に基づき、段差解消のためのスロープ設置やエレベー

ター設置、目の不自由な人のための音声案内や誘導ブロックの整備、ユニバーサルトイレ

の整備、階段・廊下の手すり設置、スライド式ドアやレバー式ドアノブの採用等、ユニバ

ーサルデザインに配慮した公共的施設の整備を推進します。 

 

（２）移動手段の確保 

社会福祉協議会へ委託して実施している週３回の医療バスの運行を継続し、内科診療

所・歯科診療所への通院手段の確保を図ります。 

あわせて、村内の循環バスの運行により、いわゆる「買い物弱者」や、村外への通院者

を支援を進めていきます。 

 

（３）住環境の整備 

①地域密着型介護老人福祉施設の利用支援 

 身近な地域で定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所するサービスです。本

村では未整備であり、近隣市町村の既存施設による対応を図ります。 
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②養護老人ホームの利用支援 

 高齢者の心身の状況や環境上の理由及び経済的理由により、在宅において生活するこ

とが困難であると認められる高齢者を入所させ養護することを目的とした施設です。 

 本村では未整備であり、近隣市町村の既存施設による対応を図ります。 

③軽費老人ホームの利用支援 

 独立して生活するには不安のある高齢者等が入居して、食事・生活相談等のサービス

を受けながら、できるだけ自立した生活が継続していけるように支援する施設です。 

 本村では未整備であり、入所が適当と思われる人が利用できるように、近隣市町村の

既存施設による対応を図ります。 

 

（４）交通安全対策の推進 

 高齢化に伴い増加している高齢者の交通事故防止のため、村民の交通安全知識の普及・

啓発を図り、地域における交通マナーのいっそうの向上を図ります。 

 また、老人クラブを対象とした交通安全教室の実施や、高齢者がよく立ち寄る施設への

交通安全に関するポスターの重点的な掲示等の広報活動を引き続き推進し、高齢者の交通

安全に対する意識の向上を図ります。 

 

（５）防災対策の推進 

①防災知識の普及啓発 

 広報等を通じて、防災に対する意識啓発や災害から身を守るための知識や対処方法等

の普及に努め、自主防災組織の設置及び育成を図ります。 

②防災体制の整備 

 消防団の組織充実、災害時の応急対策やライフラインの確保、避難場所や避難経路の

整備、情報提供手段の整備を行う等、防災体制の充実を図ります。 

③災害時避難行動要支援者支援体制の推進 

 高齢者等の災害時避難行動要支援者の所在を把握するとともに、地域防災計画に規定

している災害時避難行動要支援者を対象とした支援体制の周知を図り、個別の支援計画

の作成と、実際の災害発生時の対応に向けて、地域の協力体制づくりを進めます。 

 

（６）防犯体制の整備  

 近年の犯罪は悪質化、巧妙化し、特に高齢者を狙った振り込め詐欺等の犯罪が増えてい

ます。県や警察、関係機関等との連携を図り、高齢者に対する防犯意識の高揚、防犯体制

の整備・充実に努めるとともに、犯罪を未然に防ぐための啓発活動と地域活動への積極的

な取組を促進し、地域の犯罪予防を図ります。 
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第10章 計画の推進に向けて 

１．介護保険事業の円滑な運営 

（１）広報体制の充実 

地域包括支援センターや老人クラブ等の各種団体において、広報等の刊行物を提供し、

介護保険制度や介護保険サービス、介護予防事業、その他の福祉事業等の周知に努めます。 

また、ホームページ等の媒体により、より多数の住民が閲覧できる広報活動を進めます。 

 

（２）適正な要介護認定 

介護保険サービス利用の前提は要支援・要介護認定です。その判断材料となる認定審査

等に厳正さを求めるとともに、介護認定審査会の適正化を図ります。（真庭市認定審査会に

委託） 

調査員や医師に的確な調査等の理解を求めるとともに、訪問調査員の資質の向上を図る

ため、研修への参加を促進し、健康状態について正確な意見書が報告できる主治医の普及

に努めます。 

なお、本村における介護認定調査は、新規・更新・変更を問わず、すべて村職員が実施

しています。 

 

（３）介護給付適正化に向けた取組 

介護保険給付費の増大を抑制するため、村民の自発的な健康づくりの支援を最重視する施

策を展開します。あわせて、介護サービス利用者のニーズ及び心身の状態に適したサービス

が提供されるよう、介護給付適正化事業を実施します。介護保険の理念である「自立支援」

のためのサービス提供を基本としながらも、認定の適正化及び、ケアプランチェック機能の

強化のほか、国保連合会介護給付適正化システムの活用、指導監査体制の構築等、要介護認

定の信頼性向上へ向けた取組を行い、より一層のサービス利用の適正化に努めます。 

 

（４）民間事業者等の参入促進 

安定的な介護サービスの供給のため、民間事業者との情報交換の機会を定期的に設ける

等の取組により、その参入を促進します。 

また、限られた地域資源の中で村民の多様なニーズに柔軟に対応していくため、公的機

関や介護保険サービス提供事業者のみならず、ＮＰＯ（民間非営利組織）や村民ボランテ

ィア等による付加的なサービス提供を促進します。 

 

（５）地域密着型サービス運営協議会の運営 

地域密着型サービス運営協議会により、地域密着型サービスの適正な運営を図ります。

なお、本村では本計画の策定委員会が地域包括支援センター運営協議会と地域密着型サー

ビス運営協議会を兼任します。 
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２．介護保険サービスの質の確保 

（１）適切なサービス提供体制の確保 

利用者の立場に立ったきめ細やかで効果的・総合的な介護サービス計画の作成に努める

とともに、利用者が身体状況や生活環境に応じた満足のゆくサービスを選択して利用でき

るよう、サービスの質の維持・向上と供給量の確保を図ります。 

また、地域包括支援センターが実施する研修会等を通じて、居宅介護支援事業者やサー

ビス提供者への情報提供を行います。 

さらに、不正給付を防止し、良質かつ効率的なサービス利用が行われるよう、指導・助

言体制を強化し、定期的に実施状況の点検を行います。 

 

（２）ケアマネジャーの育成・資質向上  

ケアマネジャーは被保険者やその家族の相談に応じ、介護ニーズを把握した上でケアプ

ランを作成し、利用者本位の適切なサービス利用につなげる重要な役割を担っています。 

地域包括支援センターにおいて、ケアマネジャーへの日常的個別指導・相談や支援困難

事例等への指導・助言や研修会等を実施し、その資質の向上を通じ、居宅サービス等の質

の向上を図ります。 

 

（３）相談、苦情対応体制の充実 

介護保険サービスに関する相談、苦情は、地域包括支援センター及び役場窓口、社会福

祉協議会において要介護認定からサービスの内容に関することまで幅広く受け止め、問題

解決とサービス向上につなげます。個別の困難な事例については、社会福祉士を中心とし

て、地域包括支援センターの他職種をはじめ、地域の関係機関等が相互に連携し、迅速な

対応に努めます。また、関係団体やサービス事業者、福祉事業者、民生児童委員等多くの

人々からの意見を取り入れ、介護保険サービスの質の向上を図ります。 

 

（４）サービスの点検・評価 

介護サービスの質の維持・向上を図るために、本計画における目標の達成状況や、事業

者との調整やサービス提供が適正に行われているかなどの点検・評価を行います。 
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（５）人材の育成・確保 

地域包括支援センター運営協議会をはじめ、関係機関や団体と連携し、地域におけるケ

アマネジメントの中核機関である地域包括支援センターを担う人材の育成・確保に努め、

その機能の充実を図ります。 

ケアマネジャー、ホームヘルパー、社会福祉士、保健師、看護師、栄養士、理学療法士、

作業療法士等の専門職が、行政だけでなく、介護サービスを提供する事業者に広く配置さ

れるよう、関係機関と連携のもと、人材の育成・確保を図ります。 

また、村民を対象としたホームヘルパー養成研修の実施等を検討し、村民全体で支え合

う体制づくりを進めます。 
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３．計画の評価・推進体制の整備 

（１）評価点検の徹底 

①介護予防事業における評価事業  

介護予防の成果を上げるため、介護予防事業全般にわたる達成状況等の検証を行いま

す。要支援状態から要介護状態への移行をどの程度防止できたかなど事業成果に関する

評価（アウトカム評価）、投入された資源量、事業量の評価（アウトプット評価）、事業

が効果的に実施されたかなど事業実施過程に関する評価（プロセス評価）を定期的に実

施し、効果的・効率的な事業運営や生活機能の改善者の増加を図ります。 

適切な評価を行うため、個人情報の保護に留意しながら、事業参加者数等の事業に関

するデータや個人の健康に関するデータ等、必要なデータの把握を行います。 

評価の結果は公開し、村民の介護予防事業に対する理解を深めるとともに、介護予防

事業の改善につなげます。 

②計画の点検体制 

各年度における計画の達成状況を踏まえながら、目標が達成できるよう、住民福祉課

が中心となり、庁内各課と協議・調整を行います。あわせて、関係機関と連携し、定期

的に計画の点検を行って進捗状況を把握することで、介護保険の健全な運営に努めます。 

 

（２）関係団体との連携 

①福祉関係団体 

ア 老人クラブ連合会 

高齢者が地域との交流や生きがいを持って生活を送るために、概ね65歳以上を会員

とする９単位クラブが連合会を組織し、ふれあいデイサービス、広報発行等のいきい

きと充実した活動を行い、活力ある地域社会に貢献しています。 

今後も高齢社会のリーダーとして充実した活動が展開されるよう、地域の指導者の

研修を行うなど、組織の拡充と活動の活性化を支援します。 

イ 社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、地域住民の社会福祉活動への参加支援や、各種相談業務、福祉

サービスの提供を行政と一体となって行っています。 

行政がその責任として基本的な保健、福祉サービスを受け持ち、社会福祉協議会は

それぞれの地域の実情に応じた福祉活動を展開するため、ボランティア団体の育成や

福祉の意識啓発等の役割を分担し、相互に連携を図っていきます。 

今後さらに地域に根ざした組織として、住民参加による地域福祉社会の構築を図り

ます。 

ウ 民生児童委員 

民生児童委員は、村民の生活支援をするとともに、福祉サービスの調整及び相談役

として活動しています。定例会等の研修の場を設け、資質の向上を図るとともに、地

域での活動の推進を図り、地域における福祉の基盤整備を図ります。 
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②保健医療関係団体 

ア 医師会等保健医療関係団体 

寝たきり、虚弱といった要介護状態にならないためには、予防的な保健活動が必要

です。また入院した場合、看護とリハビリのため介護老人保健施設の活用や機能訓練

等の実施が重要です。そのためには、医療機関等から退院情報等の提供を受け、地域

で適切な保健・福祉サービスを連続的に行うことが必要です。 

本村では、新庄村診療所・新庄村歯科診療所を中心に訪問診察や相談、訪問歯科診

察等を行い、患者が居宅で安心して療養できるよう取り組んでいます。 

このような連携が確立された地域包括ケアシステムの構築のため、保健・医療・福

祉サービスを高齢者に一体的に提供できるよう、関係機関とのより一層の連携に努め

ます。 

イ 愛育委員会、栄養改善協議会 

愛育委員会、栄養改善協議会は、妊産婦期から高齢者までのすべての村民を対象に、

一人ひとりが豊かな人生を送れるよう、健康増進活動に取り組んでいます。また、「新

庄村孤立防止推進員」として地域の見守りにも力を入れています。今後もその役割の

重要性は高まると考えられ、その活動の支援と連携に努めます。 
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資料編 

１．新庄村介護保険事業計画策定委員会要綱 
平成10年８月19日 

要綱第１号 

(設置) 

第１条 介護保険法により介護保険事業計画を策定するにあたり、新庄村介護保険事業計画

策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所管事項) 

第２条 委員会は、村長の諮問に応じ、新庄村の介護保険事業計画及び地域包括支援センタ

ーに関する事項について、調査審議する。 

(組織) 

第３条 委員会の委員は12名以内をもつて組織する。 

2 委員は、保健医療関係者、福祉関係者、学識経験者等から村長が委嘱する。 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。ただし、公職にあたる

ことにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第５条 委員の内から互選により、委員長及び副委員長各１名をおく。 

２ 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

(会議) 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて村長が招集し、委員長がその議長にあたる。 

２ 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

３ 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聞く

ことができる。 

(報酬並びに費用弁償) 

第７条 委員の報酬並びに費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41

年条例第６号)に定める額を支給する。ただし、村及び関係団体の常勤職員のうちか

ら委嘱された委員を除く。 

(庶務) 

第８条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。 

(その他) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員

会に諮つて定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年８月11日から適用する。 

附 則 

この告示は、平成17年10月１日から施行する。 
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２．新庄村介護保険事業計画策定委員会名簿 
 

 

 

≪保健医療関係者≫ 

 医師 角道 俊一 

 歯科医師 金盛 久展 

 

≪福祉関係者≫ 

 社協事務局長 柴田 泰伸 

 社協社会福祉士 岩佐 史子 

 社協小規模多機能管理者 坂本 晴香 

 

≪学識経験者≫ 

 老人クラブ連合会長 本田 誠 

 新庄村議会議員 高村 茂博 

 新庄村議会議員 坂本 英典 

 民生児童委員会長 山口 周治 

 愛育委員会長 香山 康永 

 栄養改善協議会会長 島田 月江 
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