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第１節 計画の基本理念と目標 

 

第２節 基本目標による施策の推進 

 
 基本目標Ⅰ「社会参加と生きがいづくりの推進」 

 

 基本目標Ⅱ「高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進」 

 
 基本目標Ⅲ「介護予防と生活支援の充実」 

 
 基本目標Ⅳ「介護サービス等の充実」 

 

 

 

 

議題(１) 計画の基本的な考え方と施策の推進について 
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第１節 計画の基本理念と目標 
 

 

１ 基本理念 

ともに支え みんなで創る 

いつまでも暮らせるまちづくり 
 

  本町では、「ともに支え みんなで創る いつまでも暮らせるまちづくり」を基本理念

に掲げ、浦幌町地域福祉計画において地域福祉に関するすべての分野を包括し、高齢者

福祉施策や介護保険サービスを展開してきました。 

  この基本理念は、2025（平成 37）年までの中長期的な視野にたっても、あるいは高齢

者を取り巻く環境が変化しようとも、地域の人材や社会資源を活かして地域の将来の姿

を踏まえたまちづくりの普遍的な目標だと考えられます。 

  国の方向性でも、地域包括ケアシステムを深化・推進していくことを重要視しており、

第７期においてもこの基本理念を踏襲し、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した

生活を継続して営むことができるよう、「医療」・「介護」・「予防」・「住まい」・「生活支援」

の５つのサービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの実現を念頭に、保健、

医療、福祉の関係機関・団体の連携により、地域全体で高齢者を支える体制づくりを進

めます。 

  また、高齢者にやさしい生活環境を整備するとともに、地域住民などと協力し、災害

等の緊急時や日頃の見守り体制の充実を図ります。 

  さらに、高齢者一人ひとりがいつまでも健康で自立した日常生活が送れるよう支援す

るとともに、健康意識を高め、健康の保持・増進及び介護予防に努めます。万一介護が

必要な状態になっても、適切なサービスが受けられるよう、サービス基盤、相談及び支

援体制の充実を図ります。 

 

 

２ 基本目標 

  計画の理念を実現するため、次の４つの基本目標を設定します。 

 

     社会参加と生きがいづくりの推進 

高齢者の多様性や自発性を十分に尊重しながら、様々な活動（スポーツ・地域貢献・

就業等）に参加できる機会を充実するととともに、地域づくりの担い手としても活躍

できるよう支援します。 

 

 

     高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進 

   自助・互助・共助・公助の考え方に基づき、地域全体で高齢者を支える医療、介護、

予防、住まい、生活支援サービスの適切な組み合わせによる地域包括ケアシステムを

推進します。 

   また、様々な状態にある高齢者が住み慣れた地域で暮らすために、関係機関や地域

住民の協力による見守り支援体制の充実に取り組みます。 
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     介護予防と生活支援の充実 

   高齢者一人ひとりが、健康でいきいきと住み慣れた地域で暮らしていけるよう、生

活習慣病や加齢・疾病による機能低下を防ぎ、健康で長生きができるための高齢者の

健康づくりを推進します。 

   また、高齢者の状態像に応じて、介護予防の取り組みや活動に参加できるよう、介

護予防・日常生活支援総合事業に取り組みます。 

 

     介護サービス等の充実 

   介護が必要な状況になった高齢者が、自らの意思でサービスを選択し、尊厳をもっ

て生活をすることができるよう、介護保険の各種サービスの充実を図ります。 

   保険者である町は、利用者が安心してサービスを受けることができるよう、より一

層サービスの質や利便性の向上に努めるとともに、家族の負担軽減及び相談支援の充

実に努めます。 

 

 

３ 施策の体系 

 

 
  

社会参加と生きがいづくりの推進

介護予防と生活支援の充実

３　権利擁護の推進

２　認知症予防と支援策の推進

１　地域包括ケアシステムの構築

１　社会活動の促進

２　生涯学習等への支援

３　就労への支援

４　安心・安全に暮らせる生活環境の整備

Ⅰ

６　質の高い介護サービスの提供の推進

５　介護給付等の適正化

４　介護保険サービスの利用の円滑化に向けた取り組み

３　施設サービスの充実

２　地域密着型サービスの充実

１　居宅サービスの充実

高齢者が安心して暮らせるまちづくり
の推進

Ⅱ

Ⅲ

７　介護保険を補完する事業の推進

Ⅳ

３　家族介護支援サービスの充実

２　高齢者在宅福祉支援サービスの充実

１　介護予防・日常生活支援総合事業の推進

介護サービス等の充実

基本理念 基本目標 施 策 の 内 容
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第２節 基本目標による施策の推進 
 

 

 

 

  高齢者が生きがいを持ちながら、様々な機会を通じて支援し合うことができるよう、

高齢者が主体的に活動（運動・地域貢献・就業等）することが必要であり、高齢者の社

会参加の機会の充実に取り組みます。これにより、ボランティア活動を推進して地域住

民がともに支え合う地域づくりを支援します。 

 

１ 社会活動の促進 

 (１) 老人クラブ運営支援事業 

   老人クラブが行う各種活動に対する支援として、補助金の交付を継続します。 

   平成29年度から市街地区で活動していた１団体が解散したことにより団体数が減少

しましたが、未組織地区へ立ち上げの支援を実施します。 

 

 
 

 (２) 敬老会実施団体支援事業 

   各地域において、自主的に実施している敬老会実施団体に対する運営支援を通じて、

高齢者の長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬

老思想の高揚を図ります。 

 

 
 

 (３) 世代間交流事業の推進 

   公民館活動や学校教育事業として実施している高齢者と子どもとの交流事業の活動

に対して支援するとともに、更なる活動の活性化を図ります。 

 

 (４) ボランティア団体の育成 

   高齢者も地域福祉の担い手として活躍できるよう、社会福祉協議会と連携しながら

ボランティアの種類、経験に応じた講座や研修会の開催を検討します。 

   また、ボランティア活動に関する情報提供や団体間のネットワークづくりを推進し、

地域におけるボランティア活動を支援します。 

 

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

1団体 1団体 1団体 1団体 1団体 1団体

補助金 1,700,000円 1,700,000円 1,700,000円 1,600,000円 1,600,000円 1,600,000円

12団体 12団体 11団体 11団体 11団体 11団体

補助金 690,000円 690,000円 640,000円 640,000円 640,000円 640,000円

単位クラブ数

連合会

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

7団体 6団体 6団体 6団体 6団体 6団体

補助金 1,114,000円 1,072,000円 1,089,000円 1,160,000円 1,160,000円 1,160,000円

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

実施団体数

基本目標Ⅰ 社会参加と生きがいづくりの推進 
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２ 生涯学習等への支援 

 (１) 高齢者学級開設事業 

   常に高齢者の学習ニーズの的確な把握に努め、中央公民館を含む４公民館が地域の

生涯学習活動の中核となり、高齢者学級開設事業（寿大学）を促進します。 

 

 (２) 生涯スポーツの充実 

   体育団体やサークルを含めた関係団体等との連携を図り、子どもから高齢者まで、

それぞれの体力や目的にあった生きがいづくりにつながるような、スポーツの充実に

努めます。 

   また、毎年開催している高齢者スポーツ大会について、高齢者の健康保持と地域間

の交流を深めることを目的に実施します。 

 

 (３) 高齢者等公共施設免除事業 

   高齢者及び障がいをお持ちの方の健康増進対策として、公共施設使用料の免除を行

っており、今後においても公共施設を利用しやすくすることにより、交流を通じた心

の健康や体の健康づくりが促進されるよう、継続した支援を行います。 

  ○利用できる公共施設 

   ・各地域軽スポーツセンター ・各地域会館 ・各４公民館 ・生活改善センター 

   ・総合スポーツセンター ・スイミングプール ・浦幌パークゴルフ場 

 

 

３ 就労への支援 

 (１) 高齢者就労センター事業 

   高齢者が培ってきた技能の活用と就労の場の確保のため、高齢者就労センター事業

の支援を行うとともに、社会福祉協議会との連携により、登録者減少対策を行います。 

 

 
 

 (２) ハローワークとの連携支援 

   町内の求人情報について、役場庁舎、保健福祉センター及び上浦幌支所において閲

覧できる体制を継続し、また広報誌うらほろ及び町ホームページを活用しお知らせす

るとともに、帯広公共職業安定所池田分室との連携を進め、高齢者が意欲と能力があ

る限り年齢にかかわりなく働くことができる中小企業や小規模事業者の拡大に向け、

雇用環境の整備に取り組む企業等への支援を充実させるとともに、生涯現役社会の実

現に向けた社会的な機運の醸成を図るために、国が実施している高齢者雇用対策の活

用を支援します。 

 

 (３) 生活困窮者自立支援事業 

   経済的に困窮し、最低限の生活を維持できなくなるおそれのある人に対し、北海道

やその関係機関などとの連携体制を構築し、相談から解決に向けた生活及び就労支援

相談等を行います。  

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

登録者数 41 38 22 22 25 25

延べ就業人員 1,913人 2,127人 2,100人 2,100人 2,300人 2,300人

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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  一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、認知症など様々な状態にある高齢者が住み慣れ

た地域で暮らすために、関係機関や地域住民の協力による見守り支援体制の充実に取り

組みます。 

  また、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025（平成 37）年に向けて、第７期計画中の取

り組みを発展させ、地域包括支援センターの機能強化を図り、在宅医療・介護連携の推

進などを積極的に取り組み、地域包括ケアシステムを推進します。 

 

１ 地域包括ケアシステムの構築 

 (１) 地域包括ケアシステムの基本理念 

   介護保険事業計画は、第６期から「地域包括ケア計画」として位置付け、2025（平

成 37）年までの各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築することと

しています。地域包括ケアシステムは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その

有する能力に応じて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です。 

   今後更に、高齢化が進展していく中において、この理念を堅持し、地域包括ケアシ

ステムをより深化・推進していく必要があります。特に、いわゆる団塊世代が 75歳以

上となる 2025（平成 37）年、団塊ジュニア世代が 65歳以上となる 2040（平成 52）年

を見据え、「地域包括支援センター」が中心となり、地域包括ケアシステムの構築を進

めます。 

 
 

 (２) 地域包括ケアシステムの中核機関（地域包括支援センター） 

   地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の医療介護福

祉の専門職が中心となって、地域包括ケアシステムの中核機関として位置づけられて

います。高齢者等が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することが

できるように、関係機関とネットワークを構築し、可能な限り地域で自立した生活を

営むことができるよう支援することを目的として、地域支援事業（介護予防・日常生

活支援総合事業など）を実施しています。 

【出展】

図表３－２　進化する地域包括ケアシステムの「植木鉢」

　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」（地域包括ケアシステ
ム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成27 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016 年

【２０１２年版】　 　【２０１５年版】　　　　

「2012年版」に葉っぱにあった「予防」が「介護

予防」として土の部分に移動。自身や地域住民の支
えによって介護予防をしていくことを表しています。

基本目標Ⅱ 高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進 
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   本町においても、地域の高齢者の心身の健康保持、介護・保健・福祉・医療の向上、

生活安定のために必要な援助・支援を包括的に行う中核機関として、町直営の「浦幌

町地域包括支援センター」を設置しています。 

 

 (３) 地域包括支援センターの機能強化 

   現在、本町においては、高齢者数の増加によるさらなる相談件数の増加や、より一

層の認知症対策の推進、在宅医療と介護の連携をはじめとした多職種連携の体制構築、

さらには介護離職防止の観点からの家族への相談体制の構築等、地域包括ケアシステ

ムをより深化・推進させていくことが求められています。 

   また、これらの課題に適切、かつ、迅速に対応していくためには、その業務量や業

務内容に応じた機能の強化を図る必要があります。併せて、質の高い業務を行うため、

地域包括支援センターの運営方針や活動計画の作成とそれに基づいた定期的な点検・

評価を実施することも重要です。 

   ついては、本町の実情を十分に踏まえた上で、今後の本町における地域包括支援セ

ンターが、その期待されている役割を十分に果たすためには、適正な人員体制を整備

し、より機能的に活動することができるように、その運営形態の見直しが不可欠であ

ることから、本計画期間中における新たな運営形態での事業運営に向けて検討、整備

を進めます。 

 
  【出展】厚生労働省「全国介護保険担当課長会議資料」を一部改変 

 

 (４) 地域ケア会議の推進 

   地域包括ケアシステムの構築を進めるにあたっては、民生委員や自治会等の地域の

支援者・団体や、専門的視点を有する多職種を交え、「個別課題の解決」「地域包括ケ

アネットワークの構築」「地域課題の発見」「地域づくり、資源開発」「政策の形成」

図表３－３　地域包括支援センターの機能強化

地域包括支援センターの機能強化
○高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加およびセンターごとの役割に応じた人員体制を強化する。

○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。

○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を強

化し、効率的かつ効果的な運営を目指す。

○地域包括支援センター運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・点検を強化する。

○地域包括支援センターの取組に関する情報公表を行う。

多職種協働による個別事例のケ

アマネジメントの充実と地域課

題の解決による地域包括ケアシ

ステムの構築

早期診断・早期対応等により、

認知症になっても住み慣れた地

域で暮らし続けられる支援体制

づくりなど、認知症施策を推進

浦幌町地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン

ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分

担・連携を強化

※１ 基幹的な役割の

センター
（直営センターで実施も可）

たとえば、センター間の

総合調整、他センターの
後方支援、地域ケア推進

会議の開催などを担う
※２ 機能強化型のセンター

過去の実績や得意分野を踏

まえて機能を強化し、他の
センターの後方支援も担う

今後充実する業務については地

域包括支援センターまたは適切

な機関が実施

＜例＞

・基幹的な役割のセンターに
位置づける方法

・他の適切な機関に委託して
連携する方法

・基幹的な役割のセンターと

機能強化型のセンタ－で分

担する方法 等

高齢者のニーズとボランティア等の

地域資源とのマッチングにより、多様な主

体による生活支援を充実

多様な参加の場づくりと

リハビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもって生

活できるよう支援

地域医師会等との連携により、

在宅医療・介護の一体的な提供

体制を構築

従来の業務を評価・改善す

ることにより、地域包括ケ

アの取組を充実

認知症初期集中支援チーム

認知症地域支援推進員

生活支援コーディネーター在宅医療・介護連携

地域ケア会議

包括的支援業務

介護予防ケアマネジメント
介護予防の推進

浦幌町

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

都道府県

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等
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の５つの機能を有する地域ケア会議により、高齢者に対する支援の充実と、それを支

える社会基盤の整備を同時に図っていくことが重要です。 

   地域ケア会議において、個別事例の検討を行うことを通じて、適切なサービスにつ

ながっていない高齢者の生活課題に対して、既存サービスを提供するだけでなく、そ

の課題の背景となっている要因をみつけ、個人と環境に働きかけることにより、自立

支援につながるケアマネジメントを地域のケアマネジャーなどが推進できるよう支援

します。 

   また、これらの課題分析や支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な

支援策を明らかにし、課題の発生や重度化の予防に取り組むとともに、多職種協働に

よるネットワークの構築や資源開発等に取り組みます。 

 

 

 ２ 在宅医療・介護連携の推進 

   介護だけでなく、医療の支援を必要とする高齢者が増加している中にあって、こう

した要介護者とその家族を支援する体制を構築することが求められています。 

   高齢者が、できる限り自宅等の住み慣れた場所で療養し、自分らしい生活を続ける

ために、退院支援から日常の療養支援、病状の急変時の対応まで、様々な場面で在宅

医療と介護がそれぞれの役割を分担しつつ、緊密に連携して、高齢者とその家族を支

えていくことが必要です。 

   そのため、適切な在宅でのケアにより、安心して自宅で過ごすことができるよう、

医師・歯科医師・薬剤師・リハビリ専門職・看護師などの医療関係の専門職と介護支

援専門員や介護福祉士などの介護福祉の関係者との連携を強化します。 

   また、医療ニーズが高い方や家族支援のために適切な対応ができる支援体制づくり

を進めるために、多様な組織や職種における情報と目的を共有し、地域包括ケアの強

化を図ります。 

 

  (１) 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、住民にわかりやすく周知しま

す。 

 

  (２) 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。 

 

  (３) 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、地域に合った在宅医療連携体制の整

備を図ります。 

    また、入退院時の医療と介護の連携体制の構築を目指し、十勝管内の病院、市町

村、地域包括支援センター、介護保険事業所及び介護支援専門員により、要介護状

態の方または今後、要介護状態となるリスクがある方が、病気の悪化等を理由に病

院へ入院することになっても、安心して入院・退院ができることを目的に、北海道

が中心となり策定する「十勝地域における入退院時の連携ルール」による効果的な

運用に向け、普及啓発及び活用促進を図ります。 
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  (４) 医療・介護関係者の情報共有支援 

    情報共有の手順等を含めた情報共有ツールを整備するなど、医療・介護関係者間

の情報共有を支援します。 

 

  (５) 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・介護連携支援体制の構築に向けた取り組みを行います。 

 

  (６) 医療・介護関係者間の研修 

    地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等

の研修を行います。 

    必要に応じて、医療関係者に介護に関する研修会、介護関係者に医療に関する研

修会の開催等を行います。 

 

  (７) 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。 

 

  (８) 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。 

 

 

 ３ 生活支援体制整備事業の推進 

   高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし

て、日常生活の支援及び介護予防に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業で

す。 

   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）の担い手となる「生活支援コー

ディネーター（地域支え合い推進員）」を平成 29年度から浦幌町社会福祉協議会へ委

託し１名配置しました。 

   これにより、元気な高齢者をはじめ、町民が担い手として参加する町民主体の活動

や、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、民間企業や老人クラブなどの多様な主体によるサー

ビスの提供体制の構築を図り、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進す

るとともに、生活支援サービスを行なう多様な主体間の情報共有や連携強化の場とし

て、「協議体」を設置し、生活支援サービスの充実を図ります。 

   また、住民ボランティアの活用促進のため、ボランティアポイント制の導入やボラ

ンティアとボランティアを必要とする人とをつなぐ仕組みを整備していきます。 

 

 
 

  

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
生活支援コーディ

ネーターの配置人数
－ 0人 1人 1人 2人 3人

第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
区　分
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 【浦幌町生活支援コーディネーター・協議体の配置・構成イメージ】 

 

 
 

 

４ 認知症予防と支援策の推進 

  今後の急速な高齢化に伴い、認知症高齢者はさらに増加していくことが見込まれてい

ます。こうした中、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地

域で安心して暮らし続けられるように、家族による介護に頼るだけではなく、医療、介

護サービス、見守りや日常生活の支援などが包括的に提供される体制をつくる必要があ

ります。 

  そのためには本町においても、国が進める「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプ

ラン）」にあわせて、周囲や介護者の認知症に関する理解を促し、認知症予防や早期対

応に取り組み、介護サービスをはじめ地域の人や関係機関との連携を図るなど、認知症

にやさしいまちづくりに取り組みます。 

 

 (１) 認知症に対する知識の普及・啓発 

   認知症高齢者が安心して地域で暮らしていくことができるためには、家族や地域住

民の認知症に対する理解が必要です。高齢者の増加に伴い、認知症高齢者も増加が見

込まれることから、地域全体で認知症高齢者を支えることができるよう、医療機関と

も連携を図りながら、認知症に対する理解を深めるための普及・啓発を推進します。 

 

  ① 認知症ケアパスの周知 

    認知症の人やその家族に対する支援を効果的に行うため、認知症の人の生活機能

障害の進行に合わせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けること

ができるのか、認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れを示す「認知

症ケアパス」の周知・広報に努めます。 

 

  ② 認知症サポーターの養成 

    高齢者や小中学生などの地域住民、高齢者と接する機会の多い事業所等を対象に

認知症の症状と対応について学ぶ認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の理

解促進を図ります。また、受講終了後にも認知症についてより深い理解や支援の実

践方法を学ぶ機会をつくります。 

 

第1層 浦幌町全域

第１層協議体

介護サービ

ス事業所

地縁組織

社協 地域包括

支援Ｃ

市町村

ＮＰＯ

民間企業

ボランティ

ア団体

第1層コーディネーター
【浦幌町社会福祉協議会】

第２層協議体

行政区 地域包

括支援Ｃ

ＮＰＯ 意欲ある

住民

第２層

コーディネーター

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

第２層協議体

行政区 地域包

括支援Ｃ

ＮＰＯ
意欲ある

住民

第２層

コーディネーター

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

第３層

コーディネーター
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  ③ 認知症高齢者とその家族等の支援 

    認知症高齢者やその家族への支援を行うため、地域包括支援センターに認知症地

域支援推進員を配置し、相談体制の充実を図ります。また、認知症高齢者への相

談・支援に対応できる人材の育成を図ります。 

 

 (２) 認知症総合支援事業 

   認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で

暮らし続けられるために、認知症またはその恐れのある方やご家族に対し、関係機関

と連携を図りながら、医療機関への受診や介護保険サービスの利用など助言と支援を

行ないます。 

   また、地域包括支援センターでの認知症相談、認知症予防の取り組みを充実させ、

認知症地域支援推進員の配置及び認知症初期集中支援チームの充実を図ります。 

 

  ① 認知症地域支援推進員の主な役割 

   ・医療・介護等の支援ネットワーク構築 

   ・認知症対応力向上のための支援 

   ・相談支援・支援体制構築 

 

  ② 認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ 

    訪問支援対象者の把握⇒情報収集（本人の生活情報や家族の状況など）⇒観察・

評価（認知機能、生活機能、行動・心理症状、家族の介護負担度、身体の様子のチ

ェック）⇒初回訪問時の支援（認知症への理解、専門的医療機関等の利用の説明、

介護保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）⇒専門医を含めた

チーム員会議の開催（観察・評価内容の確認、支援の方針・内容・頻度等の検討）

⇒初期集中支援の実施（専門的医療機関等への受診勧奨、本人への助言、身体を整

えるケア、生活環境の改善など）⇒引き継ぎ後のモニタリング 

 

 
 

  

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
認知症サポー
ター養成人数

0人 211人 120人 150人 150人 150人

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

認知症初期集中支
援チームの設置数

－ 1チーム 1チーム 1チーム 1チーム 1チーム

訪問支援対象者数 － 3人 6人 6人 6人 6人

認知症地域支援推
進員

－ 1人 1人 1人 1人 1人

第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

認知症初期集中支援推進事業

認知症地域支援・ケア向上事業

区　分
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 【認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進のイメージ】 

 

 
 

 (３) 認知症予防の推進 

   認知症の早期発見、早期対応に向け、支援対象者の把握を行うとともに、認知症の

疑いがある場合の相談先の周知を図り、早期治療へとつなげます。 

   本町では、介護予防教室や認知症予防教室を実施するとともに、関係事業を通じて

の認知症予備軍の把握や予防事業への勧奨を進めます。 

   また、行政区単位の地域において住民主体の介護予防事業による閉じこもり予防や

認知症予防を推進します。 

 

 (４) 地域・施設との連携 

  ① 地域との連携 

    家族介護者が身近な地域で気軽に相談できるよう、地域包括支援センターに相談

窓口としての中心的機能を設置し、保健・医療・福祉関係の機関との連携を図ると

ともに、民生委員や老人クラブ、ボランティアなどの協力のもと、認知症高齢者と

その家族を地域全体で支え合う体制を整備していきます。 

 

  ② 施設との連携 

    グループホームや認知症対応型通所介護事業者と連携を図りながら、認知症高齢

者とその家族を支援する相談体制を整備していきます。 

 

 (５) 認知症カフェ・家族の会 

   認知症の人とその家族、地域住民等がカフェ等の形態で集い、認知症の人を支える

つながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担を軽減するとともに、認知症予防の

取組を効果的に進めるため、介護サービス事業者の専門職、地域のボランティア団体

などと連携し、推進していきます。 

 

 (６) 徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 

   認知症や障がいにより、徘徊し行方不明になるおそれのある高齢者等を、町と捜索

協力協定を締結した捜索協力機関が、日常の活動及び事業の中で見守るとともに、万

が一、高齢者等が行方不明になったときに、町から捜索協力機関へ電子メール又はフ

浦幌町地域包括支援セ

ンター

医療法人社団博仁

会大江病院へ専門

医等委託

浦幌町地域包括支援セ

ンター
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ァクシミリ等を活用して、行方不明者を早期に発見し保護することにより、当該者の

生命と身体の安全を守るネットワークシステムの体制を推進し、認知症になってもで

きる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やご家族

に対し支援を行ないます。 

   なお、平成 30年度からは、市町村や都道府県の圏域を越えた認知症等行方不明者

の早期発見・保護を行うスマートフォンアプリを活用した全国ネットワーク（オレン

ジセーフティネット）事業を構築します。 

 

 (７) 若年性認知症施策の推進 

   若年性認知症の人が発症初期の段階から適切な支援を受けられるよう、若年性認知

症と診断された人やその家族に、北海道が開設している若年性認知症支援コーディネ

ーターを配置した「若年性認知症支援相談窓口」を活用し、若年性認知症の方の相談

支援、関係者の連携体制の整備、居場所づくり、就労・社会参加等を総合的にサポー

トします。 

 

 

５ 権利擁護の推進 

  判断能力の低下や認知症の症状により、虐待などの人権や権利が侵害されるリスクが

高まる可能性があるため、高齢者の権利を守る体制づくりが重要となっています。 

  虐待は、早期発見・早期対応が重要なことから、今後も地域包括支援センターや関係

機関と連携し、地域で見守る体制を強化するとともに、成年後見制度の周知徹底を図り

ます。 

 

 (１) 高齢者虐待防止対策の推進 

   高齢者の尊厳が守られ、地域で安心して暮らすことができるよう、高齢者虐待の早

期発見・早期対応をするための体制の充実強化及び高齢者虐待の防止に向けた普及啓

発を行うとともに、介護者等の負担軽減により発生防止に努めます。 

 

  ① 相談体制の充実 

    現在、高齢者虐待に関する相談窓口は、町保健福祉課高齢者福祉係及び地域包括

支援センターとなっています。 

    相談窓口を担当する職員や社会福祉士の高齢者虐待に関する専門的知識の向上を

図るとともに、関係機関との連携のもと、相談しやすい体制の構築を図ります。 

 

  ② 早期発見・早期対応ができる体制の整備 

    高齢者虐待は高齢者の尊厳を冒す重大な問題であるとの認識のもと、「高齢者虐

待防止法」に定められた事項等について周知するとともに、虐待防止に向けた取り

組みを推進し、社会全体で取り組む体制づくりに努めます。 

 

  ③ 介護者等の負担軽減 

    虐待されている高齢者の多くは何らかの認知症の症状があることから、認知症に

関する理解や正しい知識の普及啓発、介護サービスや家族支援サービス等の利用促

進を通じて介護者の負担軽減を図り、虐待発生の防止に努めます。 
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 (２) 成年後見制度 

   成年後見制度は、判断能力の不十分な認知症高齢者に代わり、補助人・保佐人・後

見人により財産管理や法律行為全般を行う制度です。また、判断能力が十分なうち

に、将来判断能力が衰えたときにはどのような財産管理や身上監護をして欲しいかを

後見人となるべき人と契約しておくことができます。 

   また、認知症高齢者等を支援することを目的として、成年後見制度に係る経費の一

部について助成する制度を実施します。 

 

 
 

 (３) 日常生活自立支援事業 

   日常生活自立支援事業は、高齢や障がい（知的障がい、精神障がい）により日常生

活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方または在宅で生活する予定の方に

福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなど

を行う事業であり、自立した地域生活が送れるよう社会福祉協議会と連携し、普及啓

発を図り相談体制の充実を進めます。 

 

 

６ 安心・安全に暮らせる生活環境の整備 

  高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が送れるように、地域防犯・自主防災組織等

の活動を推進するとともに、緊急時における高齢者等への支援体制を確立します。 

  また、高齢者一人ひとりの環境に対応した住まいや、福祉施設の相談・支援を図りま

す。 

 

 (１) 地域コミュニティの活用 

   地域での孤立を防ぐため、地域サロン等の地域コミュニティの設置を推進し、ま

た、行政区単位での見守りシステムの構築を図ります。 

 

 (２) 民生委員・児童委員協議会との連携 

   地域包括ケアシステムを推進していくためには、地域において高齢者への支援を行

う民生委員・児童委員の役割は重要なものです。 

   そのためには、町と民生委員・児童委員が連携していくとともに、その活動を支援

するため必要な情報の提供を行います。 

 

 (３) 防犯対策の推進 

   近年、振り込め詐欺や悪質商法など高齢者を狙った犯罪が増加していることから、

高齢者を対象とした学習会などで防犯意識の啓発を行うとともに、消費者協会におい

ても啓発活動や相談業務を行っています。 

   今後とも、犯罪から高齢者を守るため、防犯意識の高揚や防犯対策、悪質商法の被

害に遭わないよう啓発活動を強化するとともに、相談業務の継続を図ります。 

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

申立 対象者数 0人 0人 0人 1人 1人 1人

対象者数 0人 0人 0人 2人 2人 2人

助成額 0円 0円 0円 552,000円 552,000円 552,000円

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

報酬
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 (４) 災害時における避難支援体制の充実 

   大規模な災害が発生した場合における避難支援には、地域住民の協力が不可欠であ

り、日ごろから町民の防災や避難等に対する意識の啓発や、地域における見守り・協

力体制の確立などを進めていきます。 

 

  ① 災害時の避難行動要支援者の把握 

    避難が必要となるような災害発生時のために、地域における自主防災組織や行政

区などの関係機関等と連携し、個人情報の保護に配慮しながら、高齢者の実態把握

や情報共有を図り、平時から、いざという時の高齢者等の安全確保につながる対策

を検討します。 

 

  ② 自主防災組織等の設立支援 

    災害発生時の地域住民による迅速な避難・救助活動が行えるよう、地域住民によ

る自主防災組織の活動促進と設立支援を図り、防災体制の強化と住民相互の連帯意

識の醸成に努めます。 

 

  ③ 防災意識の啓発 

    高齢者などの要配慮者を対象に、防火・防災に関する知識の普及と防災意識の啓

発に努めます。 

 

 (５) 高齢者等見守りネットワーク事業 

   高齢者や障がい者の変化に気づくためには、日常的に顔を合わせる隣近所や地域の

人などによる、声かけやちょっとした会話、助け合いなどのさりげない交流が大きな

役割を果たします。 

   特に、水道・電気・ガスの検針員、新聞や乳製品の配達員、郵便局員、宅配事業者

など、自宅を訪問する職業の人や、店舗の販売員、金融機関の窓口、交通機関の職員

などは、日常的に高齢者と接する機会が多くなります。 

   これらの人が、地域包括支援センターと連携し、高齢者の異変に気づいたときの連

絡体制について充実を図るとともに、見守りが効果的に行なわれるよう推進します。 

 

 (６) 養護老人ホーム 

   身体や精神、社会的理由で居宅において養護を受けることが困難な高齢者が入所

し、生活指導や機能回復、機能減退の防止等を図る施設です。 

   本町には養護老人ホームラポロがあり、適切な管理運営を行なうとともに、近隣の

市町村の施設に平成 30年１月現在１人が入所しています。 

 

 
 

 

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

1施設 1施設 1施設 1施設 1施設 1施設

50人 50人 50人 50人 50人 50人

特定施設 30人 29人 24人 25人 25人 25人

定　員

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

施設数
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 (７) 認知症高齢者グループホーム 

   グループホームとは、認知症の症状を持ち、病気や障害で生活に困難を抱えた高齢

者が、認知症について正しい知識を持った介護スタッフが常駐し、入居する高齢者の

精神的な安定や自立支援を目的として、家庭に近い環境で入居者の能力に応じてそれ

ぞれが料理や掃除などの役割を持ちながら、自立した生活を送るための介護福祉施設

です。 

 

 
 

 (８) 有料老人ホーム 

   有料老人ホームは、入居者に食事だけでなく、入浴や排せつなど日常生活全般の介

護サービス・生活サービスなどの介護サービスを提供し、心身ともに快適に過ごして

もらうことを目的としています。 

 

 
 

 (９) 高齢者等住宅改修費助成事業 

   浦幌町高齢者等住宅改修費補助事業実施要綱の規定に基づき介護保険の給付限度額

を超える住宅改修や要支援・要介護認定を受けていない方であって、障がい等により

日常生活に支障をきたしている方が住宅改修を実施する場合、50万円を限度に（補

助基準額 100万円）助成を行います。 

 

 
 

 (10) 福祉基盤整備の支援 

   介護サービスを提供する新規事業所の開設等に関して不動産取得税、固定資産税な

どの租税の一部助成を継続し、介護基盤及び介護サービス事業経営の安定を図り安定

したサービス提供体制の充実を図ります。 

 

 

  

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

施設数 2施設 2施設 2施設 2施設 2施設 2施設

入所定員 18人 18人 18人 18人 18人 18人

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

施設数 1施設 1施設 1施設 1施設 1施設 1施設

入所定員 10人 10人 10人 10人 10人 10人

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

利用者数 1人 0人 1人 1人 1人 1人

助成額 124,000円 0円 475,000円 500,000円 500,000円 500,000円

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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１ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

  介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援者等に対して必要な支援を行なう介護保

険法第 115条の 45第１項第１号に規定する「介護予防・生活支援サービス事業」と、

住民主体の介護予防活動の育成及び支援等を行なう介護保険法第 115条の 45第１項第

２号に規定する「一般介護予防事業」からなり、高齢者が要支援・要介護状態になるこ

とを予防するとともに、要支援・要介護状態になった場合においても、住み慣れた地域

で自立した日常生活を送れるよう支援することを目的としています。 

 

 【介護予防・日常生活支援総合事業の２つの目的】 

 

 
 

 (１) 介護予防・生活支援サービス事業 

   従来の介護予防給付のうち「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について

は、町が実施主体となり、介護予防・生活支援サービス事業の中で実施しています。 

   また、緩和した基準によるサービスの担い手を育成し、一人ひとりの生活に合わせ

た柔軟なサービス提供体制を構築することで、介護予防を促進し、地域における自立

した生活の継続を支援していきます。 

 

  ① 訪問型サービス 

    要支援認定者と事業対象者に対し、利用者の自宅において日常生活動作の自立を

図るために身体機能向上への取組を支援するサービスです。既存の訪問介護事業所

によるサービス提供に加え、住民による地域の支えあいの仕組みづくりや有償ボラ

ンティア等の拡充を図り、きめ細かなニーズに対応できるよう、新たな地域の社会

資源を活用していきます。 

 

   ア 介護予防訪問介護相当サービス 

     従来の介護予防訪問介護事業所の人員・設備・運営基準により、町が指定する

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のヘルパー等が家庭を訪問し、利用

本人の自発的な参加意欲に基づく、継続性のある、

効果的な介護予防を実施していくこと

介護

予防

地域における自立した日常生活を実施するために、

地域の多様な主体による多様な生活支援を地域の中で確保し

介護専門職は身体介護を中心とした中重度支援に重点化を進める。

生活

支援

通 い の 場

基本目標Ⅲ 介護予防と生活支援の充実 
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者の生活機能維持または向上を図る観点から、身体介護、生活支援サービスの提

供を行います。 

 

   イ 訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

     従来の介護予防訪問介護事業所の人員・設備・運営基準を緩和し、町が指定す

る介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のヘルパー等が日常の掃除、洗濯

及び家事等の生活支援サービスの提供を行います。 

 

   ウ 訪問型サービスＢ（住民主体による支援） 

     地域の有償ボランティア等が家事や生活支援を行います。 

 

   エ 訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

     医療機関のリハビリ専門職による訪問支援を行い、生活動作、家事動作等の自

立に向けて本人、家族、介護スタッフ等へ助言指導を行います。 

 

   オ 訪問型サービスＤ（移動支援） 

     介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生

活支援について、通所型サービスや一般介護予防事業における送迎を別の主体が

実施する場合の送迎に係る経費の一部を支援します。 

 

  ② 通所型サービス 

    要支援認定者と事業対象者に対し、機能訓練や集いの場などを提供し、心身機能

の維持や改善を図るとともに、日常生活上の支援を行っていくサービスです。既存

の通所介護事業所の活用を図るとともに、通所リハビリテーション事業所の一部活

用、また住民主体の地域サロン等を事業として位置付けていきます。今後は、多様

な実施主体の参画を図り、多様なニーズに対応できる事業展開を進めていきます。 

 

   ア 介護予防通所介護相当サービス 

     従来の介護予防通所介護事業所の人員・設備・運営基準により、町が指定する

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者において、入浴や食事その他の日常

生活に必要な介護予防サービスの他、自宅までの送迎サービスを行います。 

 

   イ 通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

     従来の介護予防通所介護事業所の人員・設備・運営基準を緩和し、町が指定す

る介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者が送迎を含む短時間の通所事業、

認知症予防のための脳活性化活動、運動機能向上の取り組みを実施する事業を行

います。 

 

   ウ 通所型サービスＢ（住民主体による支援） 

     地域住民等の多様な主体が助け合い、要支援者や事業対象者を中心にコミュニ

ティーカフェを開設しているＮＰＯ法人に対して支援を継続するとともに、地区

公民館等で定期的に実施される通所活動や地域サロン活動の支援を行います。 

 

   エ 通所型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

     通所による身体機能、生活機能向上の取組を通所リハビリテーション事業所へ

委託して実施することを検討して行きます。 
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  ③ その他生活支援サービス 

    今後も高齢化が進み高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯、認知症高齢者はさらに

増加することが予測されます。こうしたことから日常生活で支援が必要な高齢者が

地域で安心して生活できるように、配食・見守り等の生活支援が必要となっていま

す。 

    このサービスは、高齢者が地域において自立した生活を継続することができるよ

う、様々な支援を行う事業です。本町においては、高齢者が低栄養状態に陥ったり

自立した生活を継続することが困難になったりすることを防ぐため、食事を調達す

ることが困難な高齢者に対して配食事業を検討してまいります。 

    高齢者の栄養管理を行うとともに、配食の際に高齢者の安否確認を行い、見守り

活動としても充実していきます。 

 

  ④ 介護予防ケアマネジメント 

    介護予防・日常生活支援総合事業の対象者や要支援者を対象にアセスメントを行

い、利用者の状況をふまえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解した上で、そ

の達成のための必要なサービスを全体的に利用して目標の達成に取り組んでいける

よう、具体的に介護予防・生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプ

ランを作成します。 

 

 
 

 (２) 一般介護予防事業 

   一般介護予防事業は、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、

住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が

継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリ

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

介護予防訪問介
護相当サービス

0人 5人 6人 8人 10人 12人

訪問型サービスＡ 0人 0人 0人 0人 0人 0人

訪問型サービスＢ 0人 0人 0人 0人 0人 5人

訪問型サービスＣ 0人 0人 0人 0人 0人 2人

訪問型サービスＤ 0人 0人 0人 0人 10人 12人

介護予防通所介
護相当サービス

0人 26人 25人 26人 28人 30人

通所型サービスＡ 0人 0人 0人 0人 0人 0人

通所型サービスＢ 0人 0人 5人 8人 10人 12人

通所型サービスＣ 0人 0人 0人 0人 0人 0人

介護予防ケアマ
ネジメント

0人 14人 20人 26人 28人 30人

※ 　利用者数は、一月当たりに利用する人数

通所型サービス

介護予防ケアマネジメント

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

訪問型サービス
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テーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になって

も、生きがいや役割をもって生活できる地域の実現を目指すことを目的として、介護

予防・日常生活支援総合事業に位置づけるものです。 

 

  ① 介護予防把握事業 

    地域のネットワークを通して情報を把握するとともに、保健予防担当や教育委員

会等からの情報、医療機関からの情報提供などにより、閉じこもり等の何らかの支

援を要する者を把握し、介護予防活動などの必要な支援へつなげるために、地域や

関係機関とのネットワークの強化を図り、必要な情報がタイムリーに入るような体

制づくりを行っていきます。 

 

  ② 介護予防普及啓発事業 

    介護予防に資するため、パンフレット等を活用した基本的な知識の普及啓発や介

護予防に関する運動教室や講座を開催する事業です。 

    今後も生活習慣病予防や介護予防、健康に関する正しい知識や、転倒予防につい

ての知識に関する普及事業及び健康運動指導士による普及活動を実施し、介護予防

の重要性についての意識啓発に努めます。 

 

  ③ 地域介護予防活動支援事業 

    介護予防事業を普及させるため、介護予防に資する体操の実施など、地域におけ

る住民主体の通いの場を充実させるための支援を行います。 

    また、地域活動組織等へ介護予防に対する取り組みの紹介や、介護予防や認知症

に対する知識を有し地域でボランティアリーダーとして活動できる人材育成の研修

等を通じて、地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援を行いま

す。 

 

  ④ 地域リハビリテーション活動支援事業 

    地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア

会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職

等の関与を促進します。 

 

 

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

実施回数 3回 45回 46回 48回 48回 48回

実人員 15人 41人 40人 40人 40人 40人

延べ人数 38人 655人 630人 960人 960人 960人

実施回数 0回 24回 48回 48回 48回 48回

実人員 0人 50人 50人 60人 60人 60人

延べ人数 0人 803人 1,600人 2,880人 2,880人 2,880人

いきいき元気教室

地域まるごと元気アッププログラム

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

介護予防普及啓発事業
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２ 高齢者在宅福祉支援サービスの充実 

  すべての高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるよう、介護サービスのみならず

在宅福祉支援サービスの充実を図ります。 

  なお、平成 30年度から平成 32年度における在宅福祉支援サービスについては、一年

分の見込みを試算しています。 

 

 (１) 軽度生活援助事業 

   軽度生活援助事業は、高齢者の安否の確認、外出時の付き添い、家周りの手入れ、

または、除雪サービス等の日常生活上軽易な援助を行うサービスであり、今後も利用

者が増えることが見込まれることから、サービス提供体制の充実に努めるとともに、

支援を必要としている人が適切なサービスを利用できるよう利用者数を見込みまし

た。 

 

 
 

 (２) 生活管理指導員派遣事業 

   生活管理指導員派遣事業は、基本的な生活習慣及び対人関係の構築等の支援、指導

並びに関係機関との連絡調整が必要な時に利用することができることから、引き続き

支援を必要としている人が適切なサービスを利用できるよう利用者数を見込みました。 

 

 
 

0人 0人 0人 5人 10人 10人

0団体 0団体 0団体 1団体 2団体 5団体

0人 0人 0人 0人 12人 12人

地域介護予防活動支援事業

介護予防ボランティ
アリーダー人材育成
ゆる元体操実施団
体数

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専
門職派遣人数

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

実人員 0人 0人 0人 10人 10人 10人

サービ
ス回数

0回 0回 0回 10回 10回 10回

実人員 62人 86人 91人 100人 100人 100人

サービ
ス回数

535回 535回 550回 720回 720回 720回

実人員 56人 59人 57人 70人 70人 70人

サービ
ス回数

379回 402回 456回 700回 700回 700回

除　雪

区　分

軽作業

安否確認

第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

実人員 0人 0人 0人 1人 1人 1人

サービス回数 0回 0回 0回 12回 12回 12回

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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 (３) 生活管理指導短期宿泊事業 

   生活管理指導短期宿泊事業は、生活習慣等の指導及び体調の調整が必要なときに利

用することができることから、引き続き支援を必要としている人が適切なサービスを

利用できるよう利用者数を見込みました。 

 

 
 

 (４) 生きがい活動支援通所事業 

   生きがい活動支援通所事業は、要介護認定者以外の高齢者等に対して、上浦幌公民

館生きがい活動室やデイサービスセンターにおいて、日常生活訓練、趣味活動、入浴

及び給食サービスを行っており、引き続きサービス提供体制の充実を図りながら実施

します。 

   なお、通所者が減少していることから、利用者の増加を目的に普及啓発を行い、平

成 30年度において事業の検証を行いながら、介護予防・日常生活支援総合事業への移

行を含めた検討を行います。 

 

 
 

 (５) 通院等支援サービス事業 

   通院等支援サービス事業は、要介護認定者のうち要介護３・４・５に認定された方

で、日常生活において寝たきり又は車いす等でストレッチャー付き又は車いす対応特

殊車両を利用しなければ、医療機関等の通院、入退院及び転院等の移動が困難な方、

又は認知症を発症し日常生活自立度の判定結果が「Ⅲa」から「Ｍ」であり、かつ一

人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯で、単独では公共交通機関の利用が困難であ

る方に対して、移送サービスを提供します。 

   また、特殊車両等の運行ができないなど、介護タクシーを利用しなければ通院等が

できない場合に、実際に支払った介護タクシーの交通費の額を助成します。 

   今後も利用対象者が増えることが見込まれることから、移送サービスの提供体制の

充実を図りながら、引き続き支援を必要としている人が適切なサービスを利用できる

よう利用者数を見込みました。 

 

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

実人員 0人 1人 1人 1人 1人 1人

サービス回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回

サービス日数 0日 3日 3日 7日 7日 7日

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

実人員 16人 14人 12人 12人 14人 16人

延べ利用者数 543回 482回 420回 576回 672回 768回

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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 (６) 給食サービス事業 

   給食サービス事業は、町内の仕出屋で調製された弁当を宅配し、その際に利用者の

安否を確認する「ふれあい給食」事業と、退院直後など食事の仕度が困難な方を対象

に、特別養護老人ホームはまなす園で栄養管理がされた食事を訪問介護員が宅配し、

その際に利用者の安否を確認する「いたわり給食」事業を実施しており、食事を作る

ことが困難で支援が必要なときにサービスを提供します。 

   また、「悠ゆうクラブ」や「心友愛会」など、各地域においてボランティアによる

給食サービスが行なわれており、定期的に開催しているこの活動に対し、引き続き支

援するとともに、引きこもり対策や介護予防に資する有効な集いの場を身近な会館な

どで開催することができるよう、生活支援コーディネーターと連携しながら事業の拡

大を目指します。 

 

 
 

 (７) 緊急通報装置貸与事業 

   緊急通報装置貸与事業は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯で、日常生活

上注意を要する方の緊急時における通報が容易にできるよう、ボタン一つで緊急の連

絡がとれる電話機や火災報知機などのセンサーを一式として貸与するサービスです。 

   また、緊急通報装置の貸与事業に加え、一人暮らしの高齢者又は同居している家族

がいても、仕事などで長時間一人になってしまう高齢者等で、認知症などにより徘徊

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

実人員 － － 20人 25人 30人 35人

利用回数 － － 90回 280回 340回 390回

交通費助成利用者 － － 2人 5人 5人 5人

交通費助成額 － － 46,500円 150,000円 150,000円 150,000円

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

事業者数 2事業者 1事業者 1事業者 1事業者 1事業者 1事業者

利用者数 27人 21人 29人 30人 35人 40人

配食数 714食 837食 913食 1,000食 1,160食 1,300食

事業者数 2事業者 2事業者 2事業者 1事業者 1事業者 1事業者

利用者数 2人 0人 1人 4人 4人 4人

配食数 100食 0食 30食 120食 120食 120食

団体数 2団体 2団体 2団体 2団体 2団体 2団体

利用者数 38人 36人 37人 40人 45人 50人

配食数 707食 690食 700食 720食 810食 900食

その他(ボラ
ンティア等）

いたわり

ふれあい

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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し行方不明になる恐れのある世帯に対して、平成 30年度から熱感知式人感センサー

を設置し見守ることにより、徘徊等による事故や行方不明となることを未然に防止す

る事業を実施します。 

 

 
 

 (８) 福祉有償運送事業 

   福祉有償運送事業は、要介護等認定者や身体障がい者など、一人では公共交通機関

を利用することが困難な移動制約者に対して、ドア・ツー・ドアの個別移送サービス

を提供する事業です。 

   今後も移動制約者は増えることが見込まれており、福祉有償運送がより一層安全・

安心な輸送サービスが提供できるよう、福祉有償運送運営協議会の充実を図りながら

推進します。 

 

 
 

 

３ 家族介護支援サービスの充実 

  持続可能な介護保険制度の実現に向けて、在宅介護者の支援を重点的に進めます。 

  多様な家族介護を支える仕組みづくりとともに、地域住民同士が支え合い、見守り合

う地域社会の構築をめざします。 

 

 (１) 家族介護支援特別事業 

   在宅で介護を行っている家族等に対して、次の支援事業を行い、身体的、精神的及

び経済的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続を支援する

ことを目的に、継続して実施します。 

 

  ① 介護用品券の交付 

    要介護３・４・５と認定された高齢者を在宅において介護する家族であって、同

居する家族全員の住民税が非課税の場合に四半期ごとに３万円分、年額 12万円の

介護用品との引き換えができる券を交付します。 

    交付した対象者の利用率が低い傾向にあることから、利用しやすい体制を検討し

利用促進に努めます。 

 

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

80台 70台 70台 75台 80台 80台

うち人感
センサー付

－ － － 3台 5台 7台

763台 748台 688台 740台 810台 810台

うち人感
センサー付

－ － － 30台 50台 80台

79.5% 89.0% 81.9% 82.2% 84.4% 84.4%稼働率

年間利用台数

台　数

第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
区　分

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

事業者数 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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  ② 家族介護慰労金の支給 

    要介護４・５と認定された高齢者を在宅において介護する家族であって、過去１

年間に当該高齢者が居宅介護サービス（居住系サービスを除く）以外の介護サービ

スを利用していない場合に、年額５万円の慰労金を支給します。 

 

 
 

 (２) 敬老祝金の贈呈 

   高齢者の長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらうため、年齢 88歳

に達した方は３万円、100歳に達した方には 10万円の敬老祝金を贈呈します。 

 

 
 

 (３) 在宅介護実態調査 

   在宅介護実態調査は、次期介護保険事業計画の策定において、これまでの地域包括

ケアシステムの構築という観点に加え、介護離職をなくしていくためにはどのような

サービスが必要かといった観点を盛り込むため、高齢者等の適切な在宅生活の継続と

家族等介護者の就労継続の実現に向けた介護サービスの在り方を検討することを目的

として、主に在宅で要支援・要介護認定を受けている方を対象として調査を実施いた

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

対象者数 24人 29人 22人 25人 25人 25人

給付額 1,692,000円 1,680,000円 1,617,000円 3,000,000円 3,000,000円 3,000,000円

第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
区　分

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

対象者数 11人 10人 7人 20人 20人 20人

支給額 550,000円 500,000円 350,000円 1,000,000円 1,000,000円 1,000,000円

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

米寿（88歳） 32人 33人 40人 47人 60人 65人

100歳 2人 1人 2人 3人 2人 6人

贈呈額 1,160,000円 1,090,000円 1,400,000円 1,710,000円 2,000,000円 2,550,000円

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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  介護保険制度は、介護が必要となった人を社会全体で支える仕組みとして、平成 12

年度に創設されました。介護保険制度は、被保険者が介護保険料を納め、介護が必要に

なったときに要介護認定を受けると、サービスを利用できる仕組みです。 

  利用できるサービスは下記の通りですが、認定された要介護度によっては、利用でき

ないサービスもあります。 

 

 【居宅サービス】 

  ●自宅を訪問してもらう（訪問系） 

   ・ホームヘルパーの訪問（訪問介護） 

   ・入浴チームの訪問（訪問入浴介護） 

   ・看護師などの訪問（訪問看護） 

   ・リハビリの専門職の訪問(訪問リハビリテーション) 

   ・医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等による指導（居宅療養 

管理指導） 

  ●日帰りで施設に通う（通所系） 

   ・デイサービスセンターなどへの通所（通所介護） 

   ・老人保健施設などへの通所(通所リハビリテーション) 

  ●施設に短期間泊まる（ショートステイ） 

   ・特別養護老人ホーム（短期入所生活介護） 

   ・老人保健施設・病院等（短期入所療養介護） 

  ●在宅での生活環境を整える 

   ・車いす・杖・ベッドなどを借りる（福祉用具貸与） 

   ・入浴・排泄などに関する用具の購入（特定福祉用具販売） 

   ・手すりの取り付けや段差の解消（住宅改修） 

  ●入居先を自宅とみなすサービス（居住系） 

   ・養護老人ホーム、有料老人ホームなどでの介護（特定施設入居者生活介護） 

  ●サービス利用計画の作成（介護予防支援・居宅介護支援） 

 【地域密着型サービス】 

  ・認知症の人を対象としたグループホームで生活（認知症対応型共同生活介護） 

  ・デイサービスセンターなどへの通所（地域密着型通所介護） 

  ・施設への通い・宿泊と利用者の自宅への訪問を組み合わせ（小規模多機能型居 

   宅介護） 

 【施設サービス】 

  ・特別養護老人ホームへ入所（介護老人福祉施設） 

  ・介護老人保健施設へ入所 

  ・長期療養のための医療機関へ入院（介護療養型医療施設、介護医療院） 

 

 

 

  第７期の介護保険事業では、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、「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システムの深化・推進と、介護保険制度の持続可能性の確保が

課題となっています。 

基本目標Ⅳ 介護サービス等の充実 
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  地域包括ケアシステムの深化・推進については、自立支援・重度化防止、医療・介護

の連携の推進、地域共生社会の実現に向けた取組みの推進を図ります。 

  また、介護保険制度の持続可能性については、所得が高い方への介護保険サービス利

用者負担割合の見直し（３割負担の導入）、40～64歳の第２号被保険者の保険料につい

ては介護納付金への総報酬割の導入などを行います。 

 

１ 居宅サービスの充実 

 

 (１) 訪問介護・介護予防訪問介護 

   訪問介護は、利用者の居宅にホームヘルパー等が訪問し、食事や入浴、排泄の介助

などの身体介護や買い物、洗濯、掃除などの家事援助を行うもので、居宅介護におけ

る中心的なサービスとして位置付けられています。 

   制度改正により介護予防訪問介護は、平成 28年３月に地域支援事業の介護予防・日

常生活支援総合事業へ移行しました。 

 

 

 
 

 (２) 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

   訪問入浴介護は、利用者の居宅に移動入浴車などの入浴設備を持ち込み、入浴・洗

髪の介助や心身機能の維持・確認を行うものです。 

 

 

 
 

 (３) 訪問看護・介護予防訪問看護 

   訪問看護は、主治医の指示書に基づき、看護師などが家庭を訪問して療養生活の支

援または必要な診療補助を行うサービスです。 

   医療機関等と連携を図り、サービス提供体制の整備をしていきます。 

 

●訪問介護（要介護１～５）

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

利用者数 28人 21人 18人 21人 23人 26人 35人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●介護予防訪問介護（要支援１・２）

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

利用者数 4人 1人 － － － － －

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

（単位：人／月）

●訪問入浴介護（要介護１～５）

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

利用者数 2人 2人 3人 3人 3人 3人 4人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●介護予防訪問入浴介護（要支援１・２）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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 (４) 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 

   訪問リハビリテーションは、主治医の指示書に基づき、居宅において理学療法、作

業療法その他必要なリハビリテーションを行い、日常生活を送るために必要な心身の

機能の維持回復を図ることを目的としたサービスです。 

   医療機関等と連携を図り、サービス提供体制の整備をしていきます 

 

 

 
 

 (５) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

   居宅療養管理指導は、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛

生士、管理栄養士等が自宅を訪問して行う療養上の管理と指導等を行うサービスです。 

 

 

 
 

 (６) 通所介護・介護予防通所介護 

   通所介護は、利用者が通所介護事業所（デイサービスセンター等）に通所し、食事

や入浴などの日常生活上の世話を受けるほか、機能訓練や社会交流による日常生活能

力の維持を図ることを目的としたサービスです。 

   制度改正により介護予防通所介護は、平成 28年３月に地域支援事業の介護予防・日

常生活支援総合事業へ移行しました。 

●訪問看護（要介護１～５）

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

利用者数 11人 13人 16人 15人 17人 18人 20人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●介護予防訪問看護（要支援１・２）

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

利用者数 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●訪問リハビリテーション（要介護１～５）

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

利用者数 11人 12人 12人 12人 12人 13人 12人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●介護予防訪問リハビリテーション（要支援１・２）

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

利用者数 2人 3人 9人 9人 9人 9人 10人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●居宅療養管理指導（要介護１～５）

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

利用者数 5人 6人 11人 11人 11人 11人 12人 

（単位：人／月）

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

●介護予防居宅療養管理指導（要支援１・２）

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

利用者数 0人 1人 2人 1人 1人 1人 2人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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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 

   通所リハビリテーションは、利用者が病院や介護老人保健施設などに通所し、心身

機能の維持回復を目的に、理学療法士や作業療法士の指導の下で専門的なリハビリテ

ーションを受け、送迎・入浴・食事等のサービスも受けられるサービスです。 

 

 

 
 

 (８) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

   短期入所生活介護は、介護老人福祉施設等に短期入所しながら、入浴や排泄、食事

などの介護や日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスです。 

 

 

 
 

 (９) 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

   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などに入所しながら、

医学的な管理のもとで、看護、介護、リハビリを行い、日常生活上の世話や機能訓練

などを行うサービスです。 

 

●通所介護（要介護１～５）

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

利用者数 73人 66人 72人 77人 82人 89人 94人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

（単位：人／月）

平成37年度

●介護予防通所介護（要支援１・２）

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

利用者数 24人 12人 － － － － －

（単位：人／月）

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

●通所リハビリテーション（要介護１～５）

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

利用者数 6人 4人 4人 4人 4人 4人 5人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

（単位：人／月）

平成37年度

●介護予防通所リハビリテーション（要支援１・２）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●短期入所生活介護（要介護１～５）

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

利用者数 27人 22人 17人 17人 18人 20人 23人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

（単位：人／月）

平成37年度

●介護予防短期入所生活介護（要支援１・２）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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 (10) 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

   福祉用具貸与は、利用者が日常生活を営むために、心身の状況や環境に応じて適切

な福祉用具を選定・貸与を受けるものです。 

   原則的には、要支援者（要支援１・要支援２）及び要介護１の方については、特殊

寝台、車いす、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフ

トについては、保険給付の対象外となっています。 

 

 

 
 

 (11) 特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

   住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、排せつや入浴に使われる５種類の特

定福祉用具の購入費について、年間 10万円を上限として支給するサービスです。 

   利用者の状態に合ったサービス利用につながるよう、事業所等との連携を図ります。 

 

 

●短期入所療養介護(老健)（要介護１～５）

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

利用者数 1人 1人 3人 2人 2人 2人 2人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

（単位：人／月）

●短期入所療養介護(病院等)（要介護１～５）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

（単位：人／月）

平成37年度

●介護予防短期入所療養介護(老健)（要支援１・２）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

（単位：人／月）

●介護予防短期入所療養介護(病院等)（要支援１・２）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（単位：人／月）

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

●福祉用具貸与（要介護１～５）

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

利用者数 58人 59人 52人 54人 61人 63人 65人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

（単位：人／月）

平成37年度

●介護予防福祉用具貸与（要支援１・２）

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

利用者数 12人 15人 24人 24人 24人 24人 26人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●特定福祉用具購入費（要介護１～５）

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

利用者数 1人 1人 1人 1人 1人 2人 1人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

（単位：人／月）

平成37年度
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 (12) 住宅改修費・介護予防住宅改修 

   転倒防止や自立しやすい生活環境を整えるため、自宅の段差解消や手すりの取り付

け等小規模な住宅の改修をした場合に、その費用の一部の支給を行うサービスです。 

   適切な改修が行われるよう、ケアマネジャーや住宅改修業者に制度の周知を図って

いきます。 

 

 

 
 

 (13) 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 

   特定施設（養護老人ホーム等）に入居している方に対して、入浴、排せつ、食事等

の介護などの日常生活上の支援、機能訓練及び療養生活の支援を行うサービスです。

介護保険施設とは異なる居住系サービスですが、制度の認知度が高まるとともに高齢

者の居住環境のひとつとして増加傾向にあるため、サービス提供を必要に応じ検討し

ます。 

 

 

 
 

 (14) 居宅介護支援・介護予防支援 

   介護サービスの適切な利用ができるよう、利用者、家族等に各種サービスの情報の

提供を行い、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成するとともに、計画にもとづくサ

ービスが適切に提供されるようにサービス提供事業所との連絡調整、実施状況の把握・

評価等を行うサービスです。 

 

●特定介護予防福祉用具購入費（要支援１・２）

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

利用者数 0人 1人 2人 2人 3人 2人 3人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●住宅改修費（要介護１～５）

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

利用者数 1人 1人 0人 1人 1人 1人 2人 

平成37年度

（単位：人／月）

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●介護予防住宅改修費（要支援１・２）

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

利用者数 0人 1人 2人 1人 1人 2人 2人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●特定施設入居者生活介護（要介護１～５）

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

利用者数 32人 34人 36人 36人 36人 36人 38人 

平成37年度

（単位：人／月）

第７期計画見込値
区　分

第６期計画実績値(H29は見込)

●介護予防特定施設入居者生活介護（要支援１・２）

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

利用者数 5人 3人 1人 1人 1人 2人 2人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値



 
- 32 - 

 

 

 
 

 

２ 地域密着型サービスの充実 

 

 (１) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

   重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、

訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を

行うサービスです。 

 

 
 

 (２) 夜間対応型訪問介護 

   夜間において、定期的な巡回訪問もしくは通報を受けて、介護福祉士などによって

入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の支援を提供するサービスです。 

 

 
 

 (３) 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

   認知症高齢者がデイサービスセンターなどの施設に通い、入浴、排せつ、食事等の

介護や日常生活上の支援と機能訓練を行うサービスです。 

 

 

 

●居宅介護支援（要介護１～５）

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

利用者数 132人 117人 109人 114人 121人 127人 163人 

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

（単位：人／月）

●介護予防支援（要支援１・２）

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

利用者数 32人 27人 22人 28人 32人 35人 40人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護（介護１～５）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 1人 1人 1人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●夜間対応型訪問介護（介護１～５）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（単位：人／月）

区　分 平成37年度
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●認知症対応型通所介護（介護１～５）

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

利用者数 21人 17人 18人 18人 19人 20人 23人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●介護予防認知症対応型通所介護（要支援１・２）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

（単位：人／月）
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 (４) 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 

   小規模な施設で「通い」、「訪問」、「泊まり」などの機能を利用者の視点に立って複

合的に組み合わせ、居宅または施設において、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生

活上の支援と機能訓練を提供するサービスです。 

 

 

 
 

 (５) 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 

   身近な地域で、比較的安定状況にある認知症高齢者が共同生活をし、家庭的な雰囲

気のなかで、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活の支援、機能訓練を受けること

により、認知症の進行の防止に努めるサービスです。 

 

 

 
 

 (６) 地域密着型特定施設入居者生活介護 

   地域密着型特定施設に入居している方を対象として、入浴、排せつ、食事等の介護

などの日常生活上の支援と機能訓練を提供するサービスです。 

 

 
 

 (７) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

   地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員が 29人以下の施設で、常時介護を必要と

する方が、自宅における介護が困難な場合に利用されるものです。食事や排せつ、入

浴、着替えなどの日常生活の支援のほか、機能訓練、療養生活の支援などを提供する

サービスです。 

 

●小規模多機能型居宅介護（介護１～５）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（単位：人／月）

区　分 平成37年度
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●介護予防小規模多機能型居宅介護（要支援１・２）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

（単位：人／月）

●認知症対応型共同生活介護（介護１～５）

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

利用者数 22人 22人 23人 24人 24人 25人 26人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●介護予防認知症対応型共同生活介護（要支援１・２）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

（単位：人／月）

●地域密着型特定施設入居者生活介護（介護１～５）

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

利用者数 10人 10人 11人 11人 11人 12人 14人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

（単位：人／月）
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 (８) 看護小規模多機能型居宅介護 

   小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービ

スを組み合わせて提供するサービスです。 

 

 
 

 (９) 地域密着型通所介護 

   デイサービスセンターに通ってもらい、介護予防を目的に入浴、排せつ、食事等の

介護などの日常生活上の支援や介護、日常生活を想定した運動機能の向上や栄養改善

のための指導等の機能訓練を行うサービスで、利用定員が 18人以下の事業所のもので

す。 

 

 
 

 

３ 施設サービスの充実 

 

 (１) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

   常に介護が必要で、自宅において介護が困難な方に、入浴、排せつ、食事等の日常

生活の介護などを行うサービスです。 

 

 
 

 (２) 介護老人保健施設（老人保健施設） 

   症状が安定し、在宅復帰を目指すためのリハビリテーションを中心とした、介護を

必要とする方を対象とした施設です。医学的な管理のもとでのリハビリテーションな

どが受けられるサービスです。 

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（介護１～５）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

（単位：人／月）

平成37年度

●看護小規模多機能型居宅介護（介護１～５）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度

（単位：人／月）

●地域密着型通所介護（介護１～５）

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

利用者数 0人 1人 0人 0人 1人 1人 2人 

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

（単位：人／月）

平成37年度

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)（要介護１～５）

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

利用者数 57人 56人 55人 56人 57人 58人 60人 

（単位：人／月）

第７期計画見込値第６期計画実績値(H29は見込)
区　分 平成37年度
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 (３) 介護療養型医療施設（療養型病床・病院等） 

   長期的な療養を必要とする方に、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介

護、機能訓練、その他必要な医療を行うサービスです。 

 

 
 

 (４) 介護医療院 

   「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提供する新

たな介護保険施設です。 

 

 
 

 

４ 介護保険サービスの利用の円滑化に向けた取り組み 

 

 (１) 低所得者の負担軽減 

   介護サービスが必要でありながら、経済的な理由で利用ができなかったり、制限さ

れたりすることがないよう、個別の事情に応じた利用者負担の軽減策を実施していま

す。 

   今後も、経済的な理由で必要なサービスを受けられないことがないよう、引き続き、

低所得者の経済的負担軽減策を実施していくとともに、各種制度についての周知を図

ります。 

 

  ① 高額介護（介護予防）サービス費給付 

    介護保険のサービスに対して支払った１か月ごとの利用者負担（１割負担分）の

合計が、世帯の所得状況等により設定された一定の上限を超えた場合、超えた分を

高額介護サービス費として支給します。 

●介護老人保健施設（要介護１～５）

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

利用者数 26人 24人 25人 25人 26人 27人 29人 

（単位：人／月）

区　分
第６期計画実績値(H29は見込)

平成37年度
第７期計画見込値

●介護療養型医療施設（要介護１～５）

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

利用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（単位：人／月）

平成37年度区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

●介護医療院（要介護１～５）

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

利用者数 － － － 0人 0人 0人 0人 

（単位：人／月）

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

平成37年度
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  ② 高額医療・高額介護合算制度 

    医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、世帯の所得状況等により設定さ

れた一定の上限を超えた場合、超えた分を高額医療合算介護サービス費として支給

します。 

 

 
 

  ③ 特定入所者介護（介護予防）サービス費給付 

    施設サービスの居住費や食費等の利用者負担額が、世帯の所得状況等により設定

された利用限度額を超えた場合、超えた分を特定入所者介護サービス費として支給

します。 

 

 
 

 (２) 要支援・要介護認定の平準化と迅速化 

   訪問調査員に対して研修会への参加促進と十分な指導を行うなど、適正な認定調査

が行われるよう努めるとともに、認定手続きの一層の迅速化を図ります。 

 

 

５ 介護給付等の適正化 

  介護保険事業を適正に運営していくため、介護給付等費用適正化計画を下記のとおり

策定し、介護給付等の適正化への取り組みを推進します。 

平成27年度 平成28年度 平成29年度

12,341,784円 12,375,905円 12,300,000円

平成30年度 平成31年度 平成32年度

13,000,000円 14,000,000円 15,200,000円 18,400,000円

●高額介護サービス費

保険給付額

区　分
第６期計画実績値(H29は見込)

第７期計画見込値
平成37年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度

2,356,905円 2,363,482円 1,800,000円

平成30年度 平成31年度 平成32年度

2,100,000円 2,300,000円 2,400,000円 2,600,000円

●高額医療合算介護サービス費

区　分
第６期計画実績値(H29は見込)

保険給付額
第７期計画見込値

平成37年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度

33,925,560円 35,137,550円 35,400,000円

平成30年度 平成31年度 平成32年度

37,800,000円 41,200,000円 45,100,000円 57,400,000円

●特定入所者介護サービス費等

区　分
第６期計画実績値(H29は見込)

保険給付額
第７期計画見込値

平成37年度
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 (１) 介護給付等費用適正化計画 

   介護給付を必要とする受給者を適正に認定し、受給者が真に必要とする過不足ない

サービスを事業者が適切に提供するよう促し、介護保険制度への信頼を高め、持続可

能な制度構築を図るため、国が示す「第４期介護給付適正化計画に関する指針」を踏

まえ、介護給付等の適正化を実施します。 

   要介護認定、サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化に引き続き取り組むとと

もに、新たにケアプランの点検を行っていきます。 

   また、必要に応じサービス事業者への助言・指導等必要な措置を講じます。 

 

  ① 第３期北海道介護給付適正化プログラムにおける目標と課題の検証 

    平成 27年度から平成 29年度までの３年間における「要介護認定の適正化」「ケア

プランの点検」「住宅改修、福祉用具購入・貸与に関する調査」「医療情報との突合、

縦覧点検」「介護給付費通知」の給付適正化主要５事業の実施状況は、「ケアプラン

の点検」を除く全ての事業について実施しています。 

    未実施となっている事業については、第４期介護給付適正化プログラムにおいて

国・道と連携しながら実施に努め、またその他の事業についても引き続き継続実施

に努めます。 

 

  ② 個別の事業における現状と課題 

   ア 要介護認定の適正化 

     これまでも認定調査及び認定調査結果の全件点検を行っていますが、引き続き

全件点検の実施に努めます。 

   イ ケアプランの点検 

     新規参入事業所や新規に資格取得した介護支援専門員等への技術的支援として、

ケアプランの点検を実施します。また、北海道国民健康保険団体連合会から提供

される給付実績などから、ケアプランの確認が必要と思われるケースについても

随時点検を実施します。実施に当たっては専門的見地から有用な助言ができるよ

う北海道や関係団体と連携していきます。 

   ウ 住宅改修、福祉用具購入・貸与に関する調査 

     住宅改修は事前・事後、福祉用具購入は事後の書面での確認に加え、利用者の

状態像と照合し実態にそぐわない改修・使用方法など疑義のあるケースについて

は、現地を訪問し状況を確認したうえで改善等の助言指導を行います。 

     福祉用具貸与は、認定調査時に実際の貸与状況と使用方法を聞き取り調査し、

疑義のあるケースについては、利用者・家族・介護支援専門員等に確認し適切な

給付につながるよう努めます。 

   エ 医療情報との突合、縦覧点検 

     医療情報と介護情報の給付内容を突合し、重複した給付や不適切な給付につい

ては、給付費の返還（過誤）を促します。 

     また、介護給付の請求内容を点検し算定可能な給付内容であるかを確認し、過

誤調整を図ります。これらの事業は、北海道国民健康保険団体連合会への委託に

より実施します。 

   オ 介護給付費通知 

     年に２回、利用者や家族に対し、利用した介護サービスの内容と費用の額など

をお知らせし、利用状況の確認を促すとともに不正請求の抑止に努めます。 
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６ 質の高い介護サービスの提供の推進 

 

 (１) 地域包括支援センターの運営 

   地域における様々な関係者とのネットワーク構築、ネットワークを通じた高齢者の

心身の状況や家庭環境等についての実態把握、サービスに関する情報提供等の初期相

談対応や、継続的・専門的に権利擁護の観点からの対応が必要な方への支援を行う事

業です。 

   また、ケアマネジメント支援の効果的な実施のため「地域ケア会議」を充実させま

す。 

 

 (２) 相談体制・ケアマネジメントの充実 

   現在、介護サービスに関する総合的な相談窓口として、地域包括支援センターが中

心的な役割を果たしており、各種相談に対する継続的な支援を実施しているほか、介

護支援専門員（ケアマネジャー）に対する指導や助言等も行っています。 

   今後は、さまざまな機会を通じてその機能の周知を図り、より一層の活用を促進し

ていきます。 

 

  ① 総合相談支援事業 

    地域における様々な関係者とのネットワークを構築しながら、ネットワークを通

じた高齢者の心身の状況及び家庭環境等についての実態把握に努め、介護保険サー

ビスに留まらない様々な情報提供や継続的・専門的な相談支援を実施し、特に権利

擁護の観点から対応が必要な高齢者への支援等を行います。 

 

 
 

  ② 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

    ケアプラン作成の支援や支援困難事例への指導・助言、医療機関や各種施設、ボ

ランティアなどとの連携や協力体制の構築を行い、ケアマネジメントの後方支援に

努めます。 

 

 
 

 (３) 情報提供の充実 

   介護保険制度や各種サービスに関する情報提供については、広報紙うらほろや町ホ

ームページに掲載しているほか、地域包括支援センター等の相談窓口やケアマネジャ

ー等を通じてサービス利用に関する各種情報を提供しています。 

   今後も、サービスが必要な高齢者が適切にサービスを選択し、利用することができ

るよう、さまざまな媒体や機会を通じて、わかりやすく、きめ細かな情報提供に努め

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

利用者数 1,390人 1,298人 1,700人 2,000人 2,000人 2,000人

●総合相談事業

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

利用者数 0人 0人 0人 5人 5人 5人

●包括的・継続的ケアマネジメント事業

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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ます。 

 

 (４) 介護保険サービス等の苦情処理・相談体制の充実の推進 

   介護保険を利用するための支援や情報提供等、様々な疑問や要介護認定に対する不

満・制度運営上の苦情等については、北海道や北海道国民健康保険団体連合会、町保

健福祉課高齢福祉係、地域包括支援センター、サービス提供事業者等が受け付けてい

ます。 

   今後も、関係機関の連携のもと、苦情処理・相談を円滑かつ総合的に受け付ける体

制の整備を図るとともに、相談窓口を周知し、適切な対応および解決に努めます。 

 

 (５) 指導監視体制の強化 

   地域密着型サービスについては、町に事業者指定の権限ほか、指導・監督権限が付

与されています。 

   利用者本位の適正な介護サービスの提供が図られるよう、地域密着型サービスにお

ける監視・指導体制の強化を図ります。 

 

 (６) 評価体制の構築 

   町が定める運営方針を踏まえた効果的・効率的な運営がされているか等について、

点検・評価を適切に行い、公平性・中立性の確保や効果的な取組の充実を図り、不十

分な点については改善に向けた取組を行う体制を構築します。 

 

 (７) 介護人材の確保及び資質の向上 

   介護保険サービス等の担い手である介護人材の確保が、全国的に大きな課題となっ

ています。国においても、介護職の処遇改善等が検討されていますが、今後介護保険

サービス需要の大幅な増加が見込まれる本町においても、介護人材の確保と資質の向

上は大きな課題となっています。 

   ハローワーク等の関係機関と介護サービス事業所と連携し、介護人材の確保と、働

きやすい職場づくりを積極的に進めるとともに、介護職員の資質の向上に努めていく

必要があります。 

   しかしながら、「浦幌町第３期まちづくり計画」重点プロジェクトに掲げている「雇

用機会の新規創出」において積極的に雇用・就労対策を講じていますが、有効求人倍

率は徐々に上昇してはいるものの、以前、一次産業、中小企業及び小規模事業者で働

き手が少ない状況にあることから、一次産業、商工業の担い手確保や、福祉も含めた

雇用確保対策の充実を横断的に検討できる体制の構築を進めます。 

   また、今後、介護人材養成学校や介護サービス事業者と連携し、現場の意見を聞き

ながら、外国人労働者の受け入れや介護サービスの資質向上に資する研修会等の開催

を含めて、介護職員の資質の向上に努めていきます。 

 

 

７ 介護保険を補完する事業の推進 

 

 (１) 障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援 

   障害者総合支援法によるホームヘルプサービス利用していた支援対象者は、平成 29

年度に施設へ入所となったことを受け、第７期計画における本事業の利用対象がいな

いものとして見込みました。 
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 (２) 社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担支援 

   低所得者で特に生計が困難である方に対して、介護保険サービスを提供する社会福

祉法人がその社会的役割に鑑み、町が認定した方に対して利用者負担を減免し、自ら

負担した額が一定割合を超えた社会福祉法人に対して、町は所要の支援を行います。 

 

 
 

 (３) 託老的居宅介護サービス事業 

   介護保険サービスを補完するサービスとして、対象となる方に託老的居宅介護サー

ビス事業を実施しており、このサービスは居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の

作成したケアプランに基づいて提供します。 

 

 

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

利用者数 0人 1人 1人 0人 0人 0人

助成額 0円 171,993円 102,044円 0円 0円 0円

利用者数 1人 0人 0人 0人 0人 0人

助成額 205,911円 0円 0円 0円 0円 0円

補
助
対
象
単
独
事
業

第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
区　分

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

利用者数 0人 1人 1人 1人 1人 1人 

助成額 0円 22,728円 34,146円 40,000円 40,000円 40,000円

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

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

利用者数 12人 1人 1人 3人 3人 3人

提供量 67回 1回 1回 15回 15回 15回

利用者数 0人 0人 0人 2人 2人 2人

提供量 0回 0回 0回 10回 10回 10回

利用者数 4人 4人 2人 5人 5人 5人

提供量 8回 12回 7回 15回 15回 15回

利用者数 0人 0人 0人 1人 1人 1人

提供量 0回 0回 0回 2回 2回 2回

2人 3人 1人 3人 3人 3人

3回 10回 2回 9回 9回 9回

託老的デイサービス

託老的ショートステイ

託老的通所型介護予防事業

提供量

利用者数

介
護

予
防

予
防

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値

介
護
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 (４) 介護用福祉用具購入費助成事業 

   介護保険法の規定で定められた福祉用具貸与サービス対象品目については、購入し

ても給付の対象となりません。 

   また、特定福祉用具購入サービス対象品目については、指定を受けた事業者から購

入したものでなければ給付の対象とはなりません。 

   本町では、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の作成したケアプランに基づい

て、３万円以下の福祉用具貸与サービス対象品目や特定福祉用具購入サービス対象品

目を購入した場合について、購入に係る費用の一部を助成します。 

 

 
 

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

利用者数 1人 0人 0人 5人 5人 5人

助成額 90,000円 0円 0円 135,000円 135,000円 135,000円

区　分
第６期計画実績値(H29は見込) 第７期計画見込値
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 第１節 介護保険の保険料算定と費用負担 

 

 第２節 介護保険事業の給付費等見込み 

 

 第３節 第１号被保険者保険料の算出 

 

議題(２) 介護保険の給付費と保険料について 

ここでお示しする介護給付費や保険料等の額については、

平成３０年１月１５日現在で試算した額であり、今後の国等

の介護保険制度の改正等により、介護報酬単価の改定、地域

加算の見直しなどがあるので、変動する場合があります。 
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第１節 介護保険の保険料算定と費用負担 
 

 

１ 介護保険料の算定の流れ 

 

   ① 被保険者数の推計【第３章第１節 将来人口推計】 

     第１号被保険者数(65歳以上)・第 2号被保険者数(40～64歳)について、平

成 30～32年度の推計を行う。 

 

 

 

   ② 要支援・要介護認定者数【第３章第１節 要支援・要介護認定者数の推計】 

     被保険者数に対する要介護・要支援認定者数（認定率）の動向等を勘案して

将来の認定率を見込み、平成 30～32年度の要介護・要支援認定者数を推計す

る。 

 

 

 

   ③ 施設・居住系サービスの見込量【第４章第２節 基本目標Ⅳ「介護サービ 

ス等の充実」】から給付費見込額を算出する 

     要介護・要支援認定者数の見込み、施設・居住系サービスの整備方針を踏ま

た見込量から、これまでの給付実績を分析・評価して、施設・居住系サービス

の給付費見込額を算出する。 

 

 

 

   ④ 在宅サービス等の見込量【第４章 基本目標Ⅳ 介護サービス等の充実】 

    から給付費見込額を算出する 

     これまでの給付実績を分析して、在宅サービス等の見込量から給付費見込 

額を算出する。 

 

 

 

   ⑤ 地域支援事業に必要な費用 

     「介護予防・日常生活支援総合事業費」「包括的支援事業（地域包括支援セ

ンターの運営・任意事業費）、社会保障充実分（在宅医療・介護連携推進事業、

生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業）」を見

込み、地域支援事業に係る費用の見込額を算出する。 

 

 

 

   ⑥ 第１号被保険者保険料の基準月額の算出 

     介護保険の運営に必要な③～⑤の費用や被保険者数の見込みをもとに、第７

期の介護保険料を設定する。 
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２ 介護保険制度の費用負担構造 

  介護保険財政の財源は、以下のとおり 65 歳以上の第１号保険料、40 歳～64 歳の第２

号保険料、国の負担金、北海道及び町の負担金によって構成されています。 

  介護保険サービスを利用する際は、全体の費用の１割を利用者が自己負担（所得に応

じ２割・３割負担）し、残りは保険者である町が介護サービス事業者に対し支払います。 

  町が支払う費用（介護給付費）の財源は、半分を国・北海道・町の公費、残りの半分を

被保険者が納める介護保険料で負担しています。 

  なお、第７期第１号被保険者の負担割合は、第６期の 22％から 23％に引き上げられ、

第２号被保険者の負担割合は、28％から 27％に引き下げられます。 

 

 介護保険の財源構成  

 

 
 

 

 地域支援事業の財源構成  

 

 
 

 

  

※

●第１号被保険者（65歳以上）

●第２号被保険者（40歳～64歳）

医療保険の保険料として一括徴収

１２．５％

１２．５％

２５．０％

浦幌町

北海道

国

市町村の個別徴収

（普通徴収）

年金から差し引いて

徴収　（特別徴収）

●公費負担割合

１２．５％

１７．５％

２０．０％

国の負担分のうち、財政調整交付金として全

国平均で５％が各区市町村間の高齢者の年

齢構成や所得分布に応じて交付されます。交

付割合が５％未満の場合は、差分が第１号

被保険者の負担となり、５％を超える場合は、
差分は第１号被保険者の負担軽減となりま

す。

居宅・地域密着

型サービス
施設サービス

公費負担

50%
第２号保険料

27%

第１号保険料

23%

１２．５％

１２．５％浦幌町

北海道

国

１９．２５％

１９．２５％

３８．５０％

●公費負担割合

浦幌町

北海道

２５．０％

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業

国

●公費負担割合

公費負担

50%
第２号保険料

27%

第１号保険料

23%

公費負担

77%

第１号保険料

23%
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第２節 介護保険事業の給付費等見込み 
 

 

 介護保険事業費の財源は、国の負担金、北海道の負担金、浦幌町の負担金（一般会計繰

入金）、国の調整交付金、介護給付費交付金（第２号被保険者の保険料）、第１号被保険者

の保険料で賄われます。 

 一方、介護保険事業を運営するために必要となる費用は、介護給付費、介護予防給付

費、地域支援事業に要する費用などから構成されます。 

 介護保険事業の各サービス量の見込みに基づいて給付費を算出した結果、第７期介護保

険事業計画期間である平成 30年度から平成 32年度までの本町におけるサービス給付費見

込額は、次のように試算しました。 

 

１ 介護サービス給付費見込額 

 (１) 居宅サービス（要介護１～５） 

   居宅サービス給付費は、計画期間中、毎年の増加が見られ、平成 32年度では約１

億 9,596万円、３年間で約５億 5,673万円の費用を見込んでいます。 

 
 

  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 合　計

訪問介護
(ホームヘルプサービス)

22,077 千円 23,026 千円 24,317 千円 69,420 千円

訪問入浴介護 1,945 千円 1,945 千円 1,945 千円 5,835 千円

訪問看護 6,399 千円 6,991 千円 9,408 千円 22,798 千円

訪問リハビリテーション 2,843 千円 3,060 千円 3,184 千円 9,087 千円

居宅療養管理指導 1,141 千円 1,141 千円 1,134 千円 3,416 千円

通所介護
(デイサービス)

45,241 千円 48,094 千円 52,098 千円 145,433 千円

通所リハビリテーション
(デイケア)

4,386 千円 4,387 千円 4,387 千円 13,160 千円

短期入所生活介護 15,443 千円 16,266 千円 18,911 千円 50,620 千円

短期入所療養介護
(老健)

1,089 千円 376 千円 376 千円 1,841 千円

短期入所療養介護
(病院等)

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

福祉用具貸与 7,242 千円 8,280 千円 8,509 千円 24,031 千円

特定福祉用具購入費 387 千円 387 千円 774 千円 1,548 千円

住宅改修費 869 千円 927 千円 927 千円 2,723 千円

特定施設入居者生活介護 51,758 千円 51,120 千円 51,683 千円 154,561 千円

居宅介護支援 16,461 千円 17,486 千円 18,308 千円 52,255 千円

177,281 千円 183,486 千円 195,961 千円 556,728 千円

区　分

【居宅サービスの給付費見込額】

居宅サービス給付費計

そ
の
他
の
サ
ー

ビ
ス

短
期
入
所
系

訪
問
通
所
系
サ
ー

ビ
ス
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 (２) 介護予防サービス（要支援１・２） 

   介護予防サービス給付費は、計画期間中、毎年の増加が見られ、平成 32年度では

約 934万円、３年間で約 2,570万円の費用を見込んでいます。 

 
 

 (３) 地域密着型サービス 

   地域密着型サービス給付費は、計画期間中、毎年の増加が見られ、平成 32年度で

は約１億 2,356万円、３年間で約３億 5,618万円の費用を見込んでいます。 

 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 合　計

介護予防訪問入浴介護 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

介護予防訪問看護 0 千円 137 千円 0 千円 137 千円

介護予防訪問リハビリテー
ション

2,434 千円 2,007 千円 1,736 千円 6,177 千円

介護予防居宅療養管理指
導

135 千円 136 千円 136 千円 407 千円

介護予防通所リハビリテー
ション

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

介護予防短期入所生活介
護

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

介護予防短期入所療養介
護(老健)

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

介護予防短期入所療養介
護(病院等)

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

介護予防福祉用具貸与 1,586 千円 1,586 千円 1,586 千円 4,758 千円

特定介護予防福祉用具購
入費

728 千円 1,031 千円 667 千円 2,426 千円

介護予防住宅改修費 974 千円 974 千円 1,948 千円 3,896 千円

介護予防特定施設入居者
生活介護

671 千円 672 千円 1,343 千円 2,686 千円

介護予防支援 1,535 千円 1,756 千円 1,921 千円 5,212 千円

8,063 千円 8,299 千円 9,337 千円 25,699 千円介護予防サービス給付費計

そ
の
他
の
サ
ー

ビ
ス

訪
問
通
所
系
サ
ー

ビ
ス

短
期
入
所
系

【介護予防サービスの給付費見込額】

区　分

平成30年度 平成31年度 平成32年度 合　計

地域密着型サービス（要介護１～５）
定期巡回・随時対応型訪問介
護看護

0 千円 2,169 千円 2,169 千円 4,338 千円

夜間対応型訪問介護 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

認知症対応型通所介護 14,463 千円 15,176 千円 14,576 千円 44,215 千円

小規模多機能型居宅介護 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

認知症対応型共同生活介護 74,050 千円 73,969 千円 77,299 千円 225,318 千円

地域密着型特定施設入居者
生活介護

25,726 千円 25,200 千円 27,647 千円 78,573 千円

区　分

【地域密着型サービスの給付費見込額】
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 (４) 施設サービス 

   施設サービス給付費は、計画期間中、毎年の増加が見られ、平成 32年度では約２

億 4,042万円、３年間で約７億 317万円の費用を見込んでいます。 

 
 

 (５) 総給付費見込額 

 
 

 

  

地域密着型特定施設入居者
生活介護

25,726 千円 25,200 千円 27,647 千円 78,573 千円

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

看護小規模多機能型居宅介
護

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

地域密着型通所介護 0 千円 1,870 千円 1,870 千円 3,740 千円

地域密着型介護予防サービス（要支援１・２）
介護予防
認知症対応型通所介護

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

介護予防
小規模多機能型居宅介護

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

介護予防
認知症対応型共同生活介護

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

114,239 千円 118,384 千円 123,561 千円 356,184 千円地域密着型サービス費計

区　分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合　計

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

153,154 千円 156,060 千円 158,728 千円 467,942 千円

介護老人保健施設 75,391 千円 78,148 千円 81,692 千円 235,231 千円

介護医療院 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

介護療養型医療施設 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

施設サービス費計 228,545 千円 234,208 千円 240,420 千円 703,173 千円

【施設サービスの給付費見込額】

区　分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合　計

居宅サービス給付費 177,281 千円 183,486 千円 195,961 千円 556,728 千円

介護予防サービス給付費 8,063 千円 8,299 千円 9,337 千円 25,699 千円

地域密着型サービス
給付費

114,239 千円 118,384 千円 123,561 千円 356,184 千円

施設サービス給付費 228,545 千円 234,208 千円 240,420 千円 703,173 千円

合　　計 528,128 千円 544,377 千円 569,279 千円 1,641,784 千円

【総給付費見込額】
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２ 標準給付費見込額 

  第７期介護保険事業計画期間である平成 30年度から平成 32年度までについて、介護

サービス給付費のほか、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給

付額、高額医療合算介護サービス費等給付額、審査支払手数料を以下のように見込んで

います。 

 
 

 

３ 地域支援事業費見込額 

  地域支援事業費は、「介護予防・日常生活支援総合事業費」「包括的支援事業費（地域

包括支援センターの運営・任意事業費、社会保障充実分（在宅医療・介護連携推進事

業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業））」の事業量

から算出した事業費を見込んでいます。 

 

 
  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 合　計

527,945,441 円 544,094,456 円 568,977,639 円 1,641,017,536 円

総給付費（居宅・介護予防・
地域密着型・施設サービス） 528,128,000 円 544,377,000 円 569,279,000 円 1,641,784,000 円

一定以上所得者の利用負担
の見直しに伴う財政影響額 △182,559 円 △282,544 円 △301,361 円 △766,464 円

消費税率等の見直しを勘案し

た影響額(8％⇒10％分）
0 円 0 円 0 円 0 円

53,296,500 円 57,918,216 円 63,139,932 円 174,354,648 円

特定入所者介護サービ
ス費等給付額

37,800,000 円 41,200,000 円 45,100,000 円 124,100,000 円

高額介護サービス費等
給付額

13,000,000 円 14,000,000 円 15,200,000 円 42,200,000 円

高額医療合算
介護サービス費等給付

2,100,000 円 2,300,000 円 2,400,000 円 6,800,000 円

審査支払手数料 396,500 円 418,216 円 439,932 円 1,254,648 円

581,241,941 円 602,012,672 円 632,117,571 円 1,815,372,184 円

【標準給付費見込額】

合　　　計

区　分

総給付費

介護サービス給付費以外
の費用

平成30年度 平成31年度 平成32年度 合　計

18,800,000 円 21,000,000 円 21,000,000 円 60,800,000 円

26,916,000 円 27,016,000 円 27,116,000 円 81,048,000 円

地域包括支援センター
の運営・任意事業

12,960,000 円 12,960,000 円 12,960,000 円 38,880,000 円

社会保障充実分 13,956,000 円 14,056,000 円 14,156,000 円 42,168,000 円

45,716,000 円 48,016,000 円 48,116,000 円 141,848,000 円地域支援事業費計

【地域支援事業費の見込額】

介護予防・日常生活支援
総合事業費

包括的支援事業費

区　分
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第３節 第１号被保険者保険料の算出 
 

 

１ 介護保険料の算出 

  第７期介護保険事業計画期間中における保険給付費等の見込み額に基づき、第１号被

保険者の介護保険料の基準月額を算定すると、次のとおりとなります。 

 

 (１) 給付と保険料の関係 

   65歳以上の介護保険料（第１号保険料）は、保険者（市町村）ごとに決められ、そ

の額は、介護保険事業計画期間中に市町村の被保険者が利用する介護サービス（給付

費）の利用見込みに応じたものとなります。結果として、サービスの利用量が増加す

れば、保険料は上がり、利用量が減れば下がることになります 

 

 (２) 標準給付費と地域支援事業費見込額について 

   給付費の算定基礎となる平成 30年度介護報酬改定は、介護職員の処遇改善や認知症

対応に考慮し、全体的にはプラス改定となり、0.54％の引き上げとなり、この介護報

酬の引き上げに加え、認定者数の増加傾向等を踏まえたうえで、第６期計画の総給付

費の実績見込みが減少したことから、平成 30～32年度の介護保険総給付費の見込額は

下表のとおり、３年間の合計で第６期事業計画より 9,371 万円程度減少し、約 18 億

1,572万円と見込みました。 

   また、地域支援事業費の見込額については、第６期計画期間中の平成 28年３月から

移行していることから大幅に増加し、第６期事業計画より 7,834 万円程度増加し、約

１億 4,185万円と見込ました。 

 

 
 

 

 (３) 第１号被保険者の所得段階区分 

   本町では、低所得者に対する保険料の軽減を図るため、所得段階を９段階に設定す

ることとします。 

 

【第１号被保険者保険料の段階別保険料率】 

保険料段階 保険料率 対   象   者 

第１段階 基準額×0.50 

・生活保護受給者の方 

・住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者の方 

・住民税非課税世帯で、本人年金収入等が 80 万円以下の方 

第２段階 基準額×0.75 
住民税非課税世帯で、本人年金収入等が 80 万円を超え 120 万円

以下の方 

第３段階 基準額×0.75 住民税非課税世帯で、上記以外の方 

第４段階 基準額×0.90 
住民税課税世帯、本人が住民税非課税で、本人年金収入等が 80万

円以下の方 

区　分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合　計

標準給付費見込額 581,241,941 円 602,012,672 円 632,117,571 円 1,815,372,184 円

地域支援事業費見込額 45,716,000 円 48,016,000 円 48,116,000 円 141,848,000 円

合　　計 626,957,941 円 650,028,672 円 680,233,571 円 1,957,220,184 円

【標準給付費見込額＋地域支援事業費見込額】
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第５段階 基準額 
住民税課税世帯、本人が住民税非課税で、上記以外の方 

【標準保険料】 

第６段階 基準額×1.20 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 

第７段階 基準額×1.30 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以上 200 万

円未満の方 

第８段階 基準額×1.50 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円以上 300 万

円未満の方 

第９段階 基準額×1.70 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万円以上の方 

 

 
  

合　計 平成30年度 平成31年度 平成32年度

第１号被保険者数 5,825人 1,939人 1,942人 1,944人

前期（65歳～74歳） 2,642人 870人 881人 891人

後期（75歳以上） 3,183人 1,069人 1,061人 1,053人

前期（75歳～84歳） 1,966人 673人 655人 638人

後期（84歳以上） 1,217人 396人 406人 415人

24.3% 24.3% 24.3% 24.3%

11.0% 11.0% 11.0% 11.1%

8.2% 8.1% 8.2% 8.1%

14.2% 14.2% 14.3% 14.2%

11.8% 11.8% 11.7% 11.8%

13.2% 13.2% 13.2% 13.2%

8.2% 8.3% 8.2% 8.2%

4.2% 4.2% 4.2% 4.2%

4.9% 4.8% 4.9% 4.9%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,414人 471人 471人 472人

643人 214人 214人 215人

475人 158人 159人 158人

830人 276人 277人 277人

685人 228人 228人 229人

768人 256人 256人 256人

480人 160人 160人 160人

246人 82人 82人 82人

284人 94人 95人 95人

5,825人 1,939人 1,942人 1,944人

5,375人 1,789人 1,792人 1,794人

区　　分

【所得段階別第１号被保険者数と加入者数】

所得段階加入割合

所得段階別被保険者数

所得段階別加入割合補正後
被保険者数

第1段階（０．５０）

第2段階（０．７５）

第3段階（０．７５）

第4段階（０．９０）

第5段階（１．００）

第6段階（１．２０）

第7段階（１．３０）

第8段階（１．５０）

第9段階（１．７０）

合　　計

第1段階（０．５０）

第7段階（１．３０）

第8段階（１．５０）

第9段階（１．７０）

合　　計

第2段階（０．７５）

第3段階（０．７５）

第4段階（０．９０）

第5段階（１．００）

第6段階（１．２０）
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 (４) 保険料基準月額の算出 

 

 

標準給付費見込額 ＋ 地域支援事業費見込額（平成 30年度～平成 32年度） 

１，９５７，２２０，１８４円 

 

 

 

 

 

第１号被保険者負担分相当額（平成 30年度～平成 32年度） 

４５０，１６０，６４２円 

 

 

      第１号被保険者負担分相当額       ４５０，１６０，６４２円 

    ＋）調整交付金相当額（標準給付費等の 5.00％） ９３，８０８，６０９円 

    －）調整交付金見込額（３年間合計）     １５９，１４８，０００円 

    －）準備基金取崩額（３年間）         ４０，０００，０００円  

                 保険料収納必要額 ３４４，８２１，２５１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         ５，３７５人 

    ÷）１２ヵ月                              

                           基準月額 ５，４００円 

 

 
 

 

 

 

第６期事業計画 第７期事業計画

5,550 円 5,400 円 △ 150 円

156 円 626 円 470 円

準備基金の残高（平成29年度末の見込額） 10,000,000 円 52,000,000 円 42,000,000 円

準備基金の取崩額 10,000,000 円 40,000,000 円 30,000,000 円

準備基金の取崩割合 100.0% 76.9% △ 23.1 ％

0 円 0 円 0 円

財政安定化基金見込額 0 円 0 円 0 円

財政安定化基金拠出率 0.0% 0.0% 0.0 ％

0 円 0 円 0 円

財政安定化基金償還金 0 円 0 円 0 円

【保険料基準額の指標】

保険料基準額

区　　　分

財政安定化基金償還金の影響額

財政安定化基金拠出金見込額の影響額

準備基金の影響額

増　減

２３．０％ 

介護保険料基準月額は、今後、国が示す介護報酬の改定等により、

変更となる場合があります。 
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 第１節 計画の推進体制 

 

 第２節 計画の進捗管理 

 

 第３節 計画達成のための役割分担 

 

議題(３) 計画の推進体制について 
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第１節 計画の推進体制 
 

 

 本計画は、基本理念にある「ともに支え みんなで創る いつまでも暮らせるまちづく

り」の実現に向け、高齢者が住み慣れたこの浦幌町で、安心して自立した生活を継続する

ことができるよう、「医療」・「介護」・「予防」・「住まい」・「生活支援」の５つのサービス

を切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の深化・推進をしていくために、保健・

福祉分野のみならず、高齢者の社会参加の促進と生きがいづくり、安心・安全な暮らしの

推進、介護予防と生活支援及び介護サービス等の充実など総合的に取り組む方針を示して

います。 

 本計画及び介護保険事業の円滑な推進に向け、体制の整備をはじめとする推進基盤の充

実を図ります。 

 

 

１ 相談体制・情報提供の充実 

  高齢者や家族などが、保健・福祉事業や介護保険制度をはじめ、様々な事柄について

地域の身近なところで気軽に相談できるよう、地域包括支援センターを地域の総合相談

窓口として、広報誌うらほろ及び町ホームページ等を通じて積極的に周知を図るととも

に、民生・児童委員などとの相談機能の連携の強化を図ります。 

  高齢者の状況に応じた多岐にわたる相談内容に適切に対応するため、地域の総合相談

窓口である地域包括支援センターの役割・位置づけを明確にし、地域包括支援センター

が関係機関などとの連携や事業者との調整機能の役割を担うとともに、相談体制の機能

の向上が図れるよう支援します。 

  特に、介護保険制度は法の改正により変更されることが多いことから、パンフレット

の作成・配布、広報誌うらほろへの掲載などによりお知らせする一方、各種会議等の機

会をとらえて、町民にわかりやすい形で周知を図っていきます。 

  また、情報を得にくい状況にあるひとり暮らしの高齢者などに対しては、地域包括支

援センターをはじめ、行政区、民生・児童委員、ボランティア等の福祉関係団体及び機

関と連携を深めながら、安否確認のための見守りとともに、適切な情報が届くように配

慮を進めます。 

 

 

２ 保健医療福祉の連携 

  保健・福祉ニーズの把握から必要なサービスの提供まで、事業を円滑かつ適正に実施

するとともに、地域に根ざした健康づくりや生きがいづくりの活動を促進するため、関

係機関や団体などとの連携を強化し、きめの細かい事業展開を図ることが重要です。 

  また、地域包括支援センターを中心として情報提供を進めるとともに、行政区をはじ

めとする各種団体や民生・児童委員、地域のボランティアなどの協力を得ながらネット

ワークを築き、地域における主体的で継続的な保健・福祉活動の展開を促進します。 

  認知症の早期発見や認知症高齢者への治療、また生活習慣病などの予防的な指導など

医療との連携がますます重要となっています。認知症サポーターの養成や、医師会、歯

科医師会と行政、福祉関係事業者等との連携を進めるなど、効果のある事業展開ができ

るよう取り組んでいきます。 
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３ 庁内連携の充実 

  本計画に基づき、様々な施策を円滑に推進していくため、庁内の高齢者の保健・福祉

事業を所管する保健福祉課においては、今後とも、高齢者の生活の自立支援や介護予防

などに向けた日常的な情報交換や調整を行うとともに、総合的に高齢者福祉サービスの

充実を図るため連携体制をより強化します。 

  また、保健・福祉だけでなく、高齢者の生涯学習活動事業を実施している教育委員会

などをはじめ、雇用・就業機会の確保、住宅や都市基盤の整備、災害時における対策・支

援などを、高齢者施策に直接関連しないと思われる所管課であっても、必要に応じてそ

の連携の強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

第２節 計画の進捗管理 
 

 

 高齢者福祉施策、介護保険事業を円滑に推進するためには、計画の進行状況を把握し進

行を管理することが重要です。そのため、上記の「第１節 推進体制」のもと、高齢者保健

福祉･介護保険の各事業における毎年の実行状況を整理し、計画の進行状況の点検や評価を

行います。 

 また、次年度以降の計画推進及び次期計画の策定において、施策展開の改善につなげる

ために、課題の抽出や重点的に取り組む事項などの検討を行い、その結果を毎年度取りま

とめ、「ＰＤＣＡサイクル」のプロセスを踏まえた効果的かつ継続的な計画の推進を図りま

す。 

 

 

 

 

 

    計画     実行      評価      改善 

   Ｐｌａｎ    Ｄｏ    Ｃｈｅｃｋ    Ａｃｔ 
 

 

 

 

 

 

  

目標を設定し、目

標達成に向けた計

画を策定する 

計画の内容を踏ま

え、事業を実施する 

事業を実施した結

果を把握・分析し、

考察する 

考察に基づき、計

画の目標、事業な

どを見直す 
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第３節 計画達成のための役割分担 
 

 

 本計画は、行政が中心となって進めていきますが、町民や事業者、関係機関などが自

助･共助の視点から、適切な役割分担と緊密な連携により計画を推進していくことが求め

られます。 

 

 

１ 浦幌町の役割 

  町は、本計画の推進主体として、計画に基づきながら高齢者福祉施策を進めてきまし

た。今後も引き続き高齢者福祉施策の総合的な推進を図るとともに、サービス基盤の整

備や人材育成、情報提供、相談体制等の充実を進め、計画の進行管理の責任主体となり

ます。 

  介護サービス事業者、保健･医療･福祉の関係機関等に対する指導的な役割も果たし、

介護保険制度をはじめ、高齢者の福祉事業が町民にとって有効に機能するよう運営して

いきます。 

  また、地域包括ケアシステムの推進に向け、ボランティアの育成など、町民等の多様

な主体的が活動するための支援を行うとともに、地域主体の地域活動が有機的に行える

よう、地域包括支援センターが中心となって行っている、地域におけるネットワークづ

くりの支援に取り組んでいきます。 

 

 

２ 町民・地域の役割 

  高齢期になっても心身ともに健康に生活できるように、「自分の健康は自分で守る」と

いう健康意識のさらなる高揚や、自立意識の再確認、介護保険サービスの適正な利用な

ど、町民一人ひとりの取組が期待されます。 

  また、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、町民一人ひとりが認知症や

高齢者虐待を正しく理解し、地域で生活する高齢者や家族を見守り、支えることが期待

されています。 

  そして、高齢者が安心して住み慣れた地域で生活をおくるためには、高齢者を含めた

町民一人ひとりが、地域活動やボランティア活動など社会貢献に主体的に取り組み、住

民の支え合いのネットワークや高齢者や介護家族への共感と理解、またボランティアな

どが提供する力が効果を発揮できるようにしていくことが何より重要となります。 

  そのために、地域が主体的に取り組む活動が活発に展開されるよう支援に努め、また

より多くの町民がボランティア活動に参加するよう支援を図ります。 

 

３ 事業者の役割 

  現在も、介護サービス事業者、保健･医療･福祉の関係機関等は質の高いサービス提供

を行うため努力を行っていますが、今後も引き続き、自らの活動が担うべき役割を十分

に認識し、高齢者のニーズに応じた適正で質の高いサービスを提供する責任があります。 

  また、第三者評価制度などを活用し、各事業所がサービスの状況を客観的に確認し、

広く利用者等に対して公表していくことや、利用者の権利擁護やプライバシーの保護に

関して十分な配慮が求められます。 

  さらに、行政や地域、事業者･関係機関間の連携をいっそう強化し、高齢者の視点に立

った効果的な事業展開を進めていくことが求められます。 
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議題(４) 老人福祉計画・第７期介護保険事業計画の構成について 

第６期計画（平成 27 年度～平成 29 年度） 第 7 期計画（平成 30 年度～平成３２年度） 備   考 

第１章 計画策定の基本的な考え方 

 １ 計画策定の趣旨 

  (１) 法令等の根拠 

  (２) 策定の背景 

  (３) 基本理念 

  (４) 広域市町村の連携により計画を策定した趣旨 

 ２ 計画の策定体制 

  (１) 計画の策定方法、策定にあたっての基本的な考え方 

  (２) 住民参加と意見反映 

  (３) 住民の理解を深め、施策や事業等を十分に周知するた

めの促進策 

 ３ 計画期間・日常生活圏域 

 ４ 計画の点検 

第２章 現状分析 

 １ 高齢者等の現状 

  (１) 人口推移 

  (２) 高齢者等のいる世帯の状況等 

第３章 計画期間までの各年度における高齢者等の現状 

 １ 推計人口 

  (１) 人口推移 

  (２) 推計人口 

  (３) 要介護者等の推計 

   ① 要介護者等の出現数の推計 

   ② 介護保険施設入所及び居住系サービス利用の要介護

者等の推計 

   ③ 在宅の要介護者等の推計 

第４章 計画期間までの各年度における高齢者等の現状 

 １ 法定サービスの現状 

  (１) 居宅介護サービス給付の現状 

第１章 計画策定にあたって 

 第 1 節 計画策定の趣旨 

  １ 計画策定の目的 

  ２ 計画策定の背景及び趣旨 

  ３ 法令等の根拠 

  ４ 計画の位置付け 

  ５ 計画期間 

  ６ 計画の策定体制と点検体制 

 第 2 節 介護保険制度の改正について 

第 2章 高齢者等を取り巻く状況 

 第 1 節 人口と世帯の推移 

  １ 人口の推移 

  ２ 高齢者等の世帯の推移 

 第 2 節 介護保険被保険者の推移 

  １ 被保険者数の推移 

  ２ 要支援・要介護認定率の推移 

  ３ 要介護等認定者の男女・年齢階級別の状況 

 第 3 節 介護保険サービス給付の状況 

  １ 施設・居住系・在宅サービス給付の状況 

  ２ 居宅サービス 

  ３ 地域密着型サービス 

  ４ 施設サービス 

  ５ その他の介護保険給付等 

  ６ 施設・居住系・在宅サービス費用額の推移 

  ７ 介護サービス給付費（要介護１～５） 

  ８ 介護予防サービス給付費（要支援１・２） 

 第４節 地域支援事業の状況 

  １ 地域支援事業 

 第５節 介護保険を補完する事業の状況 

【第１章】 

本計画策定に係る趣旨・目的・根拠・

位置付け・期間・策定体制と点検体制

について明確化し、平成 29年度に改

正された「地域包括ケアシステムの強

化のための介護保険法等の一部を改

正する法律」について説明していま

す。 

 

【第２章】 

高齢者等の人口、世帯、要介護等認定

者数の推移を示し、各サービス等につ

いて第６期計画で見込んだ計画値と

実績値を比較し検証を行い、第７期計

画の見込量算定の基礎としています。 
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  (２) 地域密着型サービス給付の現状 

  (３) 住宅改修費給付の現状 

  (４) 居宅介護支援サービス給付の現状 

  (５) 介護保険施設サービス給付の現状 

  (６) 居宅介護予防サービス給付の現状 

  (７) 介護予防地域密着型サービス給付の現状 

  (８) 介護予防住宅改修費給付の現状 

  (９) 介護予防支援サービス給付の現状 

 ２ 介護保険を補完する事業の現状 

  (１) 障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援

の現状 

  (２) 社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担

支援の現状 

  (３) 託老的居宅介護サービス事業の現状 

  (４) 介護用福祉用具購入費助成事業の現状 

  (５) 高齢者等住宅改修費助成事業の現状 

 ３ 地域支援事業の現状 

  (１) 二次予防事業の対象者把握事業 

  (２) 介護予防事業 

  (３) 包括的支援事業 

  (４) 家族介護支援事業 

 ４ 老人福祉サービスの現状 

  (１) 高齢者在宅介護支援事業 

  (２) 高齢者福祉基盤整備等 

  (３) その他の高齢者福祉施策等 

第５章 介護サービスの目標量及び供給体制確保の方策 

 １ 介護給付 

  (１) 居宅介護サービス目標量 

  (２) 地域密着型サービス目標量 

  (３) 住宅改修の目標量 

  (４) 居宅介護支援サービス目標量 

  (５) 介護保険施設サービス目標量 

  １ 障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援 

  ２ 社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担支

援 

  ３ 託老的居宅介護サービス事業 

  ４ 介護用福祉用具購入費助成事業 

  ５ 高齢者等住宅改修費助成事業 

  ６ 要援護者交通費助成事業（通院等支援サービス事業） 

 第６節 老人福祉サービス事業の状況 

  １ 高齢者在宅福祉支援事業 

  ２ 高齢者福祉基盤整備事業 

  ３ その他の高齢者福祉施策等 

第３章 将来推計 

 第１節 人口と高齢化率の推計 

  １ 人口と高齢化率の推計 

 第２節 要支援・要介護認定者数の推計 

  １ 要支援要介護認定者数の推計 

第４章 計画の基本的な考え方と施策の推進 

 第 1 節 計画の基本理念と目標 

  １ 基本理念 

  ２ 基本目標 

  ３ 施策の体系 

 第 2 節 基本目標による施策の推進 

  基本目標Ⅰ「社会参加と生きがいづくりの推進」 

   １ 社会活動の促進 

   ２ 生涯学習への支援 

   ３ 就労への支援 

  基本目標Ⅱ「高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進」 

   １ 地域包括ケアシステムの構築 

   ２ 在宅医療・介護連携の推進 

   ３ 生活支援体制整備事業の推進 

   ４ 認知症予防と支援策の推進 

   ５ 権利擁護の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章】 

第７期計画期間である平成 30～32

年度と 2025(平成 3７)年の人口・高

齢化率要支援・要介護認定者数を推計

しています。 

【第４章】 

本町の高齢者福祉施策における「基本

理念」を基に４つの基本目標を掲げ、

それぞれの目標ごとに具体的な考え

方と推進する施策を明文化していま

す。 

また、第６期計画の実績を検証し第７

期計画期間である平成 30～32 年度

と2025(平成3７)年の各サービス利

用者数を推計しています。 
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 ２ 介護予防給付 

  (１) 介護予防居宅介護サービス目標量 

  (２) 地域密着型介護予防サービス目標量 

  (３) 介護予防住宅改修の目標量 

  (４) 介護予防支援の目標量 

 ３ その他の介護保険給付等 

  (１) 高額介護サービス費等目標量 

  (２) 特定入所者介護サービス費等目標量 

 ４ 介護（予防）給付費用・介護保険料 

  (１) 介護給付費用 

  (２) 介護予防給付費用 

  (３) 介護保険料 

第６章 老人福祉サービス等の目標量及び供給体制確保

の方策 

 １ 介護保険を補完する事業 

  (１) 障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援 

  (２) 社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担

支援 

  (３) 託老的居宅介護サービス 

  (４) 介護用福祉用具購入費助成事業 

  (５) 高齢者等住宅改修費助成事業 

  (６) 要援護者交通費助成事業 

 ２ 地域支援事業 

  (１) 介護予防事業の対象者把握事業 

  (２) 介護予防事業 

  (３) 包括的支援事業 

  (４) 家族介護支援事業 

 ３ 高齢者福祉事業等 

  (１) 高齢者在宅介護支援事業 

  (２) 高齢者福祉基盤整備等 

  (３) その他の高齢者福祉施策等 

 

   ６ 安心・安全に暮らせる生活環境の整備 

  基本目標Ⅲ「介護予防と生活支援の充実」 

   １ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

   ２ 高齢者在宅福祉士縁サービスの充実 

   ３ 家族介護支援サービスの充実 

  基本目標Ⅳ「介護サービス等の充実」 

   １ 居宅サービスの充実 

   ２ 地域密着型サービスの充実 

   ３ 施設サービスの充実 

   ４ 介護保険サービスの利用の円滑化に向けた取り組み 

   ５ 介護給費等の適正化 

   ６ 質の高い介護サービスの提供の推進 

   ７ 介護保険を保管する事業の推進 

第５章 介護保険の給付費と保険料 

 第１節 介護保険の保険料算定と費用負担 

  １ 保険料の算定の流れ 

  ２ 介護保険制度の費用負担構造 

 第２節 介護保険事業の給付費等見込み 

  １ 介護サービス給付費見込額 

  ２ 標準給付費見込額 

  ３ 地域支援事業費見込額 

 第３節 第１号被保険者保険料の算出 

  １ 介護保険料の算出 

第６章 計画の推進体制 

 第１節 計画の推進体制 

  １ 相談体制・情報提供の充実 

  ２ 保健医療福祉の連携 

  ３ 庁内連携の充実 

 第２節 計画の進捗管理 

 第３節計画達成のための役割分担 

  １ 浦幌町の役割 

  ２ 町民・地域の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第５章】 

介護保険の保険料算定手順と費用負

担の構造を説明し、第４章で推計した

各サービスの利用者数を基に介護保

険の給付費を計算しています。 

また、介護保険料を負担する第１号被

保険者の所得段階区分ごとに加入者

数を推計し、保険料基準月額を算出し

ています。 

 

【第６章】 

本計画の基本理念にある目標を実現

するために、推進体制の充実、進捗管

理及び役割分担を明文化しています。 
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第７章 老人福祉の環境整備 

 １ 計画期間における課題 

 ２ 保健・医療・福祉の連携 

  (１) 行政機関内部での各部門との連携方針 

  (２) 保健・医療・福祉の専門機関、社会福祉法人等との連

携方針 

 ３ 高齢者施策を行うその他行政部門との連携方針 

 ４ 高齢者施策を行うその他行政部門との連携方針 

 ５ 計画期間における取り組み（施策） 

  (１) 介護保険事業基盤の強化 

  (２) 高齢者生活基盤の支援 

  (３) ボランティア等民間団体への支援 

  (４) 高齢者の生きがい対策の推進 

第８章 介護保険の円滑な実施に向けての特別対策 

 １ 第１号被保険者保険料の弾力化 

 

  ３ 事業者の役割 

資料 

 

 



平成３０年１月１９日現在

時期 内　　　　　　　容 時期
８月 ○

○

第６期計画期間（Ｈ27～Ｈ29）の高齢者等の現状の把
握と分析
・人口の推移
・要介護者等の現状
第６期計画期間(Ｈ27～Ｈ29）の実績把握と評価
・介護保険事業のサービス
・介護保険を補完する事業

９月 　

14日

○

○
○
○

第６期計画期間（Ｈ27～Ｈ29）の実績把握と評価
・地域支援事業
・老人福祉サービス
将来人口推計
要介護(支援)認定者数の推計
第1回介護給付等サービス見込量推計提出

10月 中旬

中旬
12日

○

○
○

厚労省地域包括ケア「見える化」システムによる地域
分析及び将来推計
計画策定の考え方整理
介護給付等サービス見込量推計の北海道ヒアリング

11月 22日 【第１回策定審議会】
・会長及び副会長の互選
・諮問
・計画策定について
・計画策定のスケジュールについて
・高齢者人口等の現状と推計
・介護給付と認定状況について
・第６期計画実績に係る計画対比について

初旬
初旬
17日

○
○
○

第６期計画の実績及び推進状況の分析評価
分析を基に介護サービス等の見込量設定
第2回介護給付等サービス見込量推計提出

12月 21日 【第２回策定審議会】
・計画の素案（第１章～第２章）について
・計画の基本的な考え方について
・介護保険サービス給付の見込みについて
・計画策定のスケジュールについて

初旬
初旬
初旬
中旬
15日
下旬
下旬
下旬

○
○
○
○
○
○
○
○

計画素案(第１章～第２章）の作成
計画の基本的な考え方整理
人口推計・認定者の推計
介護保険サービス給付の見込量設定
第3回介護給付等サービス見込量推計提出
計画素案（第３章～第４章）の作成
地域支援事業の推進検討
介護保険を補完する事業の検討

１月 19日 【第３回策定審議会】
・計画の基本的な考え方と施策の推進について
　基本目標Ⅰ～Ⅳ
・介護保険の給付費と保険料について
・第７期計画（案）の構成について
・計画策定のスケジュールについて
・パブリックコメントについて

初旬
初旬
中旬
中旬
22日

○
○
○
○
○

高齢者福祉施策の推進検討
第１号被保険者介護保険料の見込検討
介護保険事業の適正な運営方針の検討
計画（素案）の作成
パブリックコメントの開始

２月 下旬 【第４回策定審議会】
・パブリックコメントの結果
・第１号被保険者介護保険料の決定
・計画最終案の決定
・答申

15日
下旬
下旬
下旬
下旬

○
○
○
○
○

パブリックコメントの終了
答申受理、決定
浦幌町地域包括支援センター運営協議会
浦幌町介護保険運営協議会
印刷製本

３月 上旬
上旬

○
○
○

町議会議員協議会説明
町議会定例会介護保険条例一部改正審議
公表周知（４月）

月
策定審議会 事務局作業等

内　　　　　　　　容

議題(５)　計画策定のスケジュールについて


