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第１章 施策目標達成のための主要施策及び重点事業       

 

 施策目標を達成するために掲げた３つの基本方針に基づいて行う「推進すべき施策」のうち、

本計画の主要施策及び重点事業を次のとおり定め、施策目標の達成に向けて取り組み、高齢者

の自立した日常生活の支援、要介護状態になることの予防や要介護状態の軽減及び悪化の防止

を図ることとします。 

 

（主要施策１）介護予防の推進 

重点事業① 毎日元気にクラス 詳細 Ｐ21、Ｐ68 

概  要 
 高齢期の虚弱を予防するための「運動」「栄養」「社会」プログラムの 

実践方法を学ぶ教室を実施します。 

評価指標 実施行政区数、継続行政区数 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 実施行政区数 13区 13区 10区 10区 10区 

開催行政区数 29区 42区 52区 62区 72区 

 

 

重点事業② 
デイサービス・通所型生活機能向上サービ

ス事業所支援事業 
詳細 Ｐ71 

概  要 

 デイサービスや通所型生活機能向上サービス事業所の現場にリハビリ

テーション専門職を派遣し、介護スタッフの資質向上や介護予防の普及

啓発を図ります。 

評価指標 専門職の派遣回数 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 デイサービス 12回 18回 18回 18回 18回 

通所型生活機

能向上サービ

ス事業所 

- 7回 14回 14回 14回 
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（主要施策２）介護保険サービスの円滑な提供 

重点事業③ 人材の確保 詳細 Ｐ72 

概  要 
 介護サービス事業の人材確保支援策について調査・研究を行い、必要な

人材確保に努めます。 

評価指標 養父市Ｕ・Ｉターン介護人材確保事業による補助人数 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 補助人数 1人 1人 3人 3人 3人 

 

 

重点事業④ 介護保険サービスの適正かつ円滑な運営 詳細 Ｐ74 

概  要 
 要介護認定適正化、介護給付適正化及び実地指導等の実施により、保険

給付の信頼性向上に向けた取り組みを強化します。 

評価指標 
・ケアプラン点検の実施事業所数 

・認定調査員のeラーニングによる全国テスト参加率 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 

ケアプラン点

検事業所数 
0 3 3 3 3 

認定調査全国

テスト参加率 
0％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

 

（主要施策３）介護予防・生活支援サービスの充実 

重点事業⑤ 総合事業による日常生活支援の推進 詳細 Ｐ17、Ｐ75 

概  要 
 要支援相当の高齢者を対象とした訪問・通所サービスの充実を図り 

ます。 

評価指標 生活機能向上サービス（訪問・通所）事業所数 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 訪問サービス - 4事業所 5事業所 5事業所 5事業所 

通所サービス - 7事業所 8事業所 8事業所 8事業所 
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重点事業⑥ 多様なサービスの充実 詳細 Ｐ18、Ｐ75 

概  要 
 地域住民やボランティア、民間事業者など、さまざまな担い手による 

介護予防・生活支援サービスの充実を図ります。 

評価指標 住民主体型事業（訪問・通所）事業所数 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 助け合い訪問

事業 
- 0 3 3 3 

地域のつどい

事業 
- 0 3 3 3 

 

（主要施策４）地域包括ケアシステムの深化・推進 

重点事業⑦ 地域ケア会議の充実 詳細 Ｐ25、Ｐ82 

概  要 

 支援困難ケースや自立支援に資するケアマネジメントについて、 

多機関・多職種で支援を検討し、地域課題については地域ケア推進会議へ

つなぎ、課題解決に向け検討します。 

評価指標 会議開催回数 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 地域ケア 

個別会議 
10 7 10 10 10 

地域ケア 

推進会議 
2 2 2 2 2 

 

（主要施策５）相談支援体制、介護者支援の充実 

重点事業⑧ 相談支援体制の充実 詳細 Ｐ24、Ｐ84 

概  要 

 日常生活圏域ごとに高齢者相談センターを設置し、総合相談支援体制

を充実します。高齢者虐待等の権利擁護についても、高齢者相談センター

と連携し、本人・介護者支援の充実を図ります。 

評価指標 相談実績 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 

新規総合相談

件数 
776 1,000 1,100 1,000 1,000 

本人･家族か

らの相談件数 
487 380 400 400 400 
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（主要施策６）認知症施策の推進 

重点事業⑨ 認知症初期集中支援チーム 詳細 Ｐ76 

概  要 

 認知症の方や認知症の疑いのある方とその家族に対して、認知機能の

評価、及び適切な医療サービスや介護サービスを紹介するために、チーム

員が自宅に訪問して一定期間集中的に支援します。 

評価指標 新規対象者数、チーム員会議の取扱件数 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 

新規対象者数 - 5人 10人 20 30 

取扱件数 - 30人 60 120 180 

 

 

重点事業⑩ 認知症ケア人材の充実 詳細 Ｐ26、Ｐ78 

概  要 

 認知症の方だけでなく、誰でも住み慣れた地域でいつまでも暮らし 

続けることができる地域づくりを推進していくために、地域住民だけで

なく地域の企業・事業所に対して認知症の正しい理解と適切な対応を 

普及啓発していきます。 

評価指標 安心見守りネットワーク事業参画事業所に対するサポーター養成講座数 

目  標 
平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

(実績見込) 

平成30年度 

(目標) 

平成31年度 

(目標) 

平成32年度 

(目標) 

 講座数 - 1 5 10 15 
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第２章 2025 年に向けた施策の展開               

１．いきいき健康づくりの応援                      

（１）疾病予防と健康づくりの推進 

①疾病予防（生活習慣病予防、がん予防、感染症予防）の推進 

  ■健康診査 

【現状と課題】 

○疾病の早期発見と生活習慣病予防・重症化予防を目的に、健康診査を実施していま

す。また、健診結果に基づき、生活習慣の改善の提案や精密検査の受診、治療の継

続を勧奨しています。 

○市民ドック、公立八鹿病院のみでなく、市内の医療機関でも特定健診・がん検診が

受診できるよう体制を整備しています。 

○健康教室を開催し、健康に関する知識の普及を図っています。 

○健康寿命の延伸のためには、口腔の健康を維持管理することが必要です。 

  【今後の方向性】 

   ○健診の受診勧奨を行い、病気の早期発見・早期治療を進めます。青壮年期から正し

い生活習慣を維持できるよう支援し、生活習慣病の予防を推進します。また、医師

会と連携し、糖尿病等の重症化予防に取り組みます。 

   ○学齢期・成人期から歯周病と全身疾患に関する正しい知識を持ち、歯科健診を受け 

る体制整備を推進します。個別歯科健診の実施とかかりつけ歯科医を持つことの推

進等、歯周病予防・管理の取り組みを進めます。 

 

  ■感染症予防 

【現状と課題】 

○予防接種費用の助成により自己負担額を軽減し、かかりつけ医での予防接種を勧め

ています。 

○高齢者のインフルエンザ及び成人肺炎球菌予防接種の接種勧奨及び個人負担の軽

減による接種しやすい環境整備を行い、高齢者に多い感染症の予防に取り組みます。 

○高齢者肺炎球菌は経過措置により、５歳刻みの対象年齢で個別通知を行っています。

今後も、正しい知識の普及啓発と周知が必要です。 

【今後の方向性】 

  ○今後もインフルエンザ及び成人用肺炎球菌予防接種について、接種勧奨及び費用の

助成を継続し、高齢者の感染症予防に取り組みます。 

    ○成人用肺炎球菌は、平成 26～30 年度までの５年間を経過措置として、対象年齢を

５歳刻みとしておりましたが、平成 31 年度以降は、満 65 歳のみが生涯１度きりの

接種機会となるため、個別通知等で接種勧奨するとともに、知識の普及啓発を行い

ます。 
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②健康づくりの推進 

■やっぷー健康ポイント制度 

【現状と課題】 

○健康ポイント事業の参加者は高齢者が多く、青壮年期の参加者が少ないのが現状で

す。青壮年期の市民の運動習慣確立への支援とともに、企業が従業員の健康づくり

に取り組みやすい環境づくりを行うことが必要です。 

○運動の継続及びきっかけづくりを目的とした「やっぷー健康ポイント制度」に取り

組み、多くの地域住民グループが運動実践団体として登録し、運動を継続していま

す。 

【今後の方向性】 

○市民の健康づくり、運動に慣れ親しむための環境づくりを引き続き支援します。 

○青壮年期の市民に対し、企業と連携・協働して健康アプリを活用し、積極的な健康

行動への動機づけを図ります。 

 

 ■栄養講座 

【現状と課題】 

○生活習慣病予防を中心とした病態別教室をはじめ、介護者の会等で、嚥下・咀嚼能

力低下に対し、食事の講話や調理実習を実施しています。 

○毎日元気にクラスでは「低栄養」予防を目的に、高齢期に必要な栄養素についての

講話を取り入れています。 

○市民向けの調理実習でも、介護予防について考える機会を年１回行い、調理実習を

行っています。 

【今後の方向性】 

 〇食を通して、市民へ介護予防についての啓発と高齢期の「やせ」「低栄養」予防の

情報提供を行います。 

 〇講話や調理実習を通し、嚥下・咀嚼能力に合った食事を作ることができる力を身に

付けられるよう、今後も継続実施します。 
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（２）生きがいづくりと社会参加の推進 

①雇用・就労への支援 

 ■情報提供や就労相談・職場環境づくり 

【現状と課題】 

○高齢者雇用の総合誌「エルダー」（独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

発行）をはじめ、「雇用開発ひょうご」など、雇用に関する情報誌を窓口にて閲覧

できるようにしているほか、ハローワークとの連携により求人情報を市ホームペー

ジで発信しています。 

   ○但馬地域人材確保協議会及び但馬地域雇用対策協議会等において、但馬全域での高

齢者雇用の推進を啓発しています。 

   ○恒常的な人材不足が継続すると見込まれることから、今後、高齢者の労働力活用の

動きは加速すると想定されます。それに伴い、高齢者が安心して働ける環境整備や、

高齢者が担う労働の「質」の向上が課題です。 

   【今後の方向性】 

○働く事により対価や生きがいが得られるような場の情報を、広報紙等を活用して提

供します。 

○高齢者の安定した雇用の確保や高齢者が働きやすい職場環境づくりについての啓

発を行います。 

 

 ■シルバー人材センターの支援 

【現状と課題】 

○広報誌を活用し、会員登録者の拡大や知識・技能講習会の実施により、高齢者の就

業能力向上を図り、受託業務の開発・拡充に対する支援を実施しています。 

   ○本市が特区の特例を活用し、シルバー人材センター会員の週 40 時間までの就業を

可能としたことで、平成 28 年４月からは全国で実施されています。これにより、

会員自身の意欲・能力に合わせた働き方の選択肢が大きく拡大されました。    

【今後の方向性】 

○まだまだ元気な 60 歳以上の高齢者が長年の知識や経験を発揮することで、健康づ

くりや生きがいづくり、地域の活性化につながっています。今後も働く意欲のある

高齢者の就労を促進するため、引き続きシルバー人材センターの活動を支援します。 

○広報紙等を活用し、会員登録者の拡大や知識・技能の講習会の実施により、高齢者

の就業能力向上などを図るとともに、受託業務の開発・拡大に対する支援を行い、

多くの高齢者が健康でいきいきと社会に参加できるアクティブ･エージング社会

（活力ある高齢化社会）の実現を目指します。 
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②学習・スポーツ活動への支援 

  ■生涯学習の推進 

【現状と課題】 

○公民館が実施している教室や講座は、高齢者に特化して開設するのではなく、生き

がいや楽しみをもって「生きる力」を生涯にわたって学ぶ、年齢を超えた世代交流

の場として実施しています。また、高齢者が多いグループの講座では、自主運営に

向けた支援を行っています。 

   ○高齢者が学校支援ボランティアとして、児童・生徒とふれあいながら、学習支援、

読み聞かせ、体験活動の指導、学校の環境整備、通学の安全確保等に参画していま

す。また、放課後子ども教室では、高齢者が指導ボランティアとして活躍していま

す。 

   ○市内の国・県・市指定文化財の保存や伝承活動は、地域で活躍する高齢者によって

支えられています。また、地域で継承されている多くの伝承行事を高齢者が支えて

います。 

【今後の方向性】 

○公民館が実施している教室や講座について、高齢者の意見・要望を取り入れ、学習

意欲の向上につながるよう充実させ、多様な学習機会を提供します。 

○高齢者の持つ多様な知識や経験を学校支援ボランティア等に活用し、高齢者の社会

参加を図ります。 

○市民の手により継承されている伝統芸能や伝統文化の保存団体、文化財の保護団体

の活動を支援します。 

○豊かな心を育て、心の健康に資する読書活動を推進し、公民館図書室には高齢者も

親しめる蔵書を充実させます。 

 

  ■スポーツ・レクリエーション活動の推進 

【現状と課題】 

○グラウンドゴルフ、ラージボール卓球など、クラブ・サークルに参加し、仲間とと

もに健康づくりとコミュニティづくりの両立が図られています。 

○ウォーキング、スイミング、スポーツジムなど、個人で気軽に自分のペースで健康

づくりをされている方も少なくありません。 

【今後の方向性】 

○運動や趣味の活動を通して、仲間や他世代との交流が図れるよう、地域におけるス

ポーツ・レクリエーション・健康づくり活動などへの参加を促進します。 

○高齢者が取り組みやすいスポーツ、レクリエーションの実施、健康教室を開催しま

す。 

○スポーツ関係者、保健・医療・福祉等の関係者の連携を進め、体験・学習の充実を

図ります。 

○やっぷー健康ポイント制度を、スポーツ振興事業においても普及促進を図ります。

また、ノルディックウォーキング講習会や、体力測定事業などを実施し、高齢者の

健康づくりを支援します。 
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  ■活動の場の確保 

【現状と課題】 

○公民館登録団体制度を活用し、合唱や創作手芸など、公民館を利用される高齢者、

特に女性の参加が多い状況にあります。 

○安全に快適に利用できるスポーツ環境の整備を行っています。 

【今後の方向性】 

○高齢者の積極的な学習意欲に応えていけるよう、公民館、生涯学習施設、福祉施設

等の既存施設を有効に利用しながら、学習拠点としての機能の向上と充実に努めま

す。 

○健康づくり・レクリエーション活動を身近な場所で楽しめるよう、情報発信と活動

の場の確保に努めます。 

 

③社会参加・地域交流への支援 

  ■老人クラブ活動の支援 

【現状と課題】 

○組織全体の高齢化により、各事業への参加者が減少しています。 

○単位老人クラブ、老連の活動回数が減少しています。 

【今後の方向性】 

○今後も老人クラブ活動の円滑な運営を助成することで、高齢者の生活が健全で豊か

なものになるよう、教養の向上や健康の増進でいきいきとした活力ある組織づくり

を促進させます。 

○近年、会員の高齢化や減少などにより、老人クラブの活動が停滞しています。活動

内容や活動方法などに助言を行いながら、魅力ある老人クラブの取り組みを支援し

ます。 

 

  ■多様な活動・交流・社会参加の促進 

【現状と課題】 

 ○生活支援体制整備事業の一環として、ボランティアや地域活動の実態を把握し、

市民や関係者が活用できるよう、「見える化」を進めています 

【今後の方向性】 

○ボランティア活動や地域活動への参加意欲が高まるよう、各種団体と連携を図りな

がら社会参加を促進します。 

○高齢者の生きがいづくりでは、自らの能力や経験などを発揮できる機会や場を創出

できるよう、学校（園）、各地区における各種団体等との連携を図り、まちづくり

への高齢者の参加を促進・支援するための環境づくりに努めます。
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  ■交流の場の充実・活用 

【現状と課題】 

○八鹿、養父老人福祉センターは、各種団体がさまざまな活動に利用しています。 

○関宮高齢者総合保健福祉センターは、各種団体の活動のほか、社会福祉協議会の支

部機能や事業の実施場所としても活用されています。 

○いずれの施設も、建設から長期間経過しており、活用状況の検証も含めた長期的な

維持・整備方針の見直しが必要となっています。 

【今後の方向性】 

○高齢者の生きがい、教養、娯楽、健康増進等を高めるための施設として老人福祉セ

ンター、高齢者総合保健福祉センターを設置しています。これらの施設において、

教養や趣味等の各種講座の充実に努めるとともに、今後も自立した高齢者の中核的

な各種活動の場として提供し、積極的な活用を図ります。 

○活用状況や維持経費など、長期的な視点で施設の維持や整備について検討し、有効

かつ安全な運営を図ります。 

 

（３）介護予防の推進 

①介護予防把握事業 

【現状と課題】 

 〇閉じこもりや虚弱な状態にある高齢者を把握するために、巡回型介護予防教室時に基

本チェックリストを実施しました。また、民生児童委員や社会福祉協議会等との連携

によって把握し、介護予防活動につなげました。 

【今後の方向性】 

○巡回型介護予防教室に代わって、毎日元気にクラス実施地域において基本チェックリ

ストを実施し、虚弱な状態にある高齢者を把握します。また、社会福祉協議会と連携

し、区長・民生児童委員・福祉委員等の地域リーダーとともに要支援者を把握します。 

 

②介護予防普及啓発事業 

■毎日元気にクラス 

【現状と課題】 

○出前講座や「毎日元気にクラス」等の機会を通じて、虚弱高齢者を把握し、介護予

防活動につなげています。 

○住民自身が健康づくりを主体的に取り組むための意識づけと、地域全体で健康づく

りに取り組む時のリーダーの養成が必要です。 

○平成 27 年度 10 地区、平成 28 年度 13 地区に「笑いと健康お届け隊」が６ヶ月間週

１回出向き、地域の公民館等で教室を運営、開催しました。６ヶ月の実施期間が終

了した後は、地域の住民が主体的継続的に教室に取り組んでいます。 

○教室終了後の活動継続に向けては、健康課や地域包括支援センターが介護予防サポ

ーターや地域のリーダーと連携し、主体的に継続できるよう働きかけています。 
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【今後の方向性】 

○すべての高齢者を対象に、介護予防の知識の普及啓発を目的に健康教育や講演会 

等を実施するとともに、地域における団体等と連携しながら、健康の保持増進を進

めます。 

○今後は自治協議会でモデル事業として実施し、多様な主体の行う健康づくり・社会

参加の場づくりへつなげます。 

 

■出前講座 

【現状と課題】 

○ふれあい喫茶や地域の集いの場など、地域の要望に応じて「出前講座」に出向いて

います。 

【今後の方向性】 

○介護予防の普及啓発を目的とした「出前講座」を実施し、老人クラブやふれあい喫

茶、地域の行事などの住民の集いの場で介護予防に関する情報を提供します。 

 

■認知症予防 

【現状と課題】 

○平成 28 年度より認知症の正しい知識の普及とともに、予防のための体操を出前講

座のメニューのひとつとして実施していますが、一般的な認知症予防の普及啓発と

は別に、認知症予備軍または初期認知症の方に対する予防教室の実施に向けて関係

機関と検討することが必要です。 

○認知症チェックシートについては、個別の相談の際に活用しています。 

【今後の方向性】 

○認知症の理解も深めながら、日頃の生活でできる予防方法を情報提供します。 

○認知症チェックシートを活用し、認知症の早期発見に努めます。 

 

③地域介護予防活動支援事業 

■介護予防・生活支援人材の養成及び活動支援 

【現状と課題】 

○平成 19 年より介護予防サポーター研修を行い、平成 29 年度で 359 名のサポーター

養成を行いました。 

○社会福祉協議会と連携し、フォローアップ研修を年１回、ボランティアグループ化

された介護予防サポーターの定例会を月１回実施し、活動支援しています。 

〇介護予防サポーターのスキルアップとして、生活支援従事者研修を案内し、地域で

の介護予防活動だけでなく、生活支援活動のきっかけづくりに取り組みました。 

〇介護予防・生活支援サービスの担い手を増やすために、生活支援従事者研修を広く

一般住民に周知するとともに、シルバー人材センター福祉部へ案内し、人材育成を

進めました。 
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【今後の方向性】 

〇介護予防と生活支援を一体的に行うために、自立支援の視点をもった生活支援人材

の養成を、生活支援コーディネーターと協同して行っていきます。 

〇介護予防サポーターが生活支援活動も行えるよう、スキルアップを図ります。 

○介護予防サポーターの自主グループ化を図り、主体的に活動ができるよう、社会福

祉協議会と連携しながら支援していきます。 

〇生活支援従事者研修を定期的に開催し、生活支援に携わる地域の人材確保に努めま

す。 

 

■笑いと健康お届け隊養成 

【現状と課題】 

○地域で介護予防を進める担い手の問題を解消するために、体力の向上や栄養の改善

などの予防プログラムの指導ができる「笑いと健康お届け隊」を養成しています。 

○笑いと健康お届け隊は、運動・栄養・社会参加の重点的な取り組みを希望している

区に出向いて、音頭をとりながらプログラムを実施する「毎日元気にクラス」を運

営します。 

○平成 27 年度 11 名、平成 28 年度９名養成し、現在活動している「笑いと健康お届

け隊」は合計 40 名となっています。 

○健康づくり・介護予防活動に参加することは、シルバー会員にとっても生きがいや

役割となり、会員自身の介護予防につながると考えます。 

【今後の方向性】 

○毎日元気にクラス拡大とともに、シルバー人材センターの会員を対象にした笑いと

健康お届け隊の養成研修を計画的に実施します。 

 

④一般介護予防事業評価事業 

【現状と課題】 

○事業毎の評価を行い、次年度事業の見直し等に活用しています。 

○平成 24 年実施の「高齢者健康調査」から分析した本市の目指す地域づくりを、住民

に普及啓発しながら、新たな介護予防事業にも取り組みました。平成 29 年度はその

成果を検証するために、「第２回高齢者健康調査」を実施しました。 

【今後の方向性】 

○介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事

業評価を行います。 

○事業項目によるアウトカム評価、アウトプット評価、プロセス評価を年度ごとに実施

します。 

○長期的な評価を行いながら、医療費・介護給付費等への効果についても検証していき

ます。 
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⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

【現状と課題】 

○通所サービス支援事業、通所型生活機能向上サービス事業所支援事業、地域ケア会議

などへ、リハビリテーション専門職が参加し、介護予防の普及啓発・機能強化を図っ

ています。また、ケアマネジャー支援としてリハビリテーション専門職の派遣事業も

継続して行っています。 

○平成 28 年度より通所サービス支援、平成 29 年からは通所型生活機能向上サービス事

業所支援も加え、介護予防の普及啓発や介護スタッフの資質向上等機能強化を図って

います。 

○介護予防サポーター養成、生活支援従事者等の養成については、リハビリテーション

専門職と連携して研修を実施しています。 

【今後の方向性】 

○地域における介護予防の取り組みを強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、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。 

○但馬長寿の郷のリハビリテーション専門職派遣事業を利用して、通所サービス等のス

タッフがリハビリの視点をもって利用者を支援できるよう関わります。 

 

２．あんしん福祉の推進                          

（１）介護保険サービスの円滑な提供 

①介護保険サービスの質の向上 

【現状と課題】 

○市内ケアマネジャーの力量の平準化、福祉サービスの向上を目的としてケアマネジャ

ー連絡会を定期的に開催しています。 

○主任ケアマネジャーによる事例検討会を開催し、市内のケアマネジャーの実践力向上

及び自立支援に資するケアマネジメント確立に努めています。 

○利用者本位の視点に立った高齢者施策を効果的に推進するために、保健・医療・福祉

の各機関と連携を図り、情報共有に努め、高齢者一人ひとりに的確な質の高いケアが

行えるよう、支援体制の強化に努めています。 

【今後の方向性】 

○介護保険サービスの利用の際、本人と家族の意向を調整し、家族の理解を得ながら利

用者本位のサービス利用が提供されるよう、ケアマネジャーに対しては研修会や事例

検討会を定期的に実施し、相談援助技術の向上を図ります。 

○今後、利用者本位の視点に立った高齢者施策を効果的に推進するために、より一層、

保健・医療・福祉の各機関と連携を図り、情報共有に努め、高齢者一人ひとりに的確

な質の高いケアが行えるよう、支援体制・協力体制のさらなる充実を図ります。 
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②人材の確保 

【現状と課題】 

 ○現状では本市の介護サービス利用者数、利用回数は年々増加しており、事業所がサー

ビスを提供するための体制がおおむね確保できている状況ですが、事業所アンケート

では 29％の事業所が「確保できていない時がある」または「確保が難しい」と回答し

ています。 

 ○人材確保については国と県が中心となって取り組んでいますが、今後は、市として地

域の実情に応じた対策を講じることが重要と考えるため、平成 28 年度から、Ｕ・Ｉ

ターンで介護事業所等に就職した方に、引越費用、資格取得費用等を補助する「養父

市Ｕ・Ⅰターン介護人材確保事業」を実施しています。 

【今後の方向性】 

○介護保険サービスの円滑な提供を図るためには、介護職員等人材の確保が不可欠であ

り、市内の医療系教育機関の活用・連携や「養父市Ｕ・Ⅰターン介護人材確保事業」

の評価・検証も含めて、人材の確保支援策について調査・研究します。 

 

③介護保険制度、介護保険サービス等の普及啓発 

【現状と課題】 

○地区の要望により出前講座で高齢者の現状を説明していますが、出前講座は要望のあ

る地区のみの開催となっています。 

○市ホームページに制度やお知らせを掲載しています。 

○保険料改定時、制度改定時に広報誌で周知を行っています。 

○介護保険証の送付時や保険料通知時にリーフレットを同封しています。 

【今後の方向性】 

○介護保険の各サービスの周知や給付と負担の仕組み（介護保険料の仕組みなど）につ

いて、市民に広く理解を求めるため、今後も、高齢者を対象とした制度説明会の開催

や広報等の刊行物やホームページを通して情報を公開するなど、積極的な広報活動に

取り組みます。 

 

④介護保険サービスの整備 

   本市では、要介護認定者数の増加に伴い、第６期計画期間までに地域密着型サービス

等の介護保険サービス事業所の整備を行ってきました。 

   今後も、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の増加に伴って、サービスの利用者数

は増加すると見込まれ、要介護高齢者の在宅生活を支えるために効果的な介護サービス

の整備が必要です。 

   介護保険サービスの充実は介護給付費の増加及び介護保険料の上昇を伴いますが、給

付と負担のバランスを注視し、適正な介護給付となるよう、事業者の指導やケアプラン

点検等を実施しつつ、本計画では、次のとおり介護サービスの充実を図ることとします。 
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■認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

【現状と課題】 

○公募により認知症対応型共同生活介護１施設（定員 18）の整備を決定しました。 

【今後の方向性】 

 ○平成 30 年４月開設後の適正な運営を指導します。 

 

■短期入所生活介護（ショートステイ） 

【現状と課題】 

○認知症対応型共同生活介護と併設して、緊急ショートステイ（介護者の入院等によ

る予定外の緊急的なショートステイ利用）５床を含む 20 床の短期入所生活介護施

設の整備を決定しました。 

【今後の方向性】 

 ○緊急ショートステイが有効に活用されるよう、適正な運用を図ります。 

 

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

【現状と課題】 

○現在、市内に事業所はありませんが、今後、特養待機者の重度者を中心として頻回

な訪問介護・訪問看護が、必要な高齢者が増加すると見込まれ、月額報酬で訪問時

間・回数を自由に設定して利用することができる定期巡回・随時対応型訪問介護看

護のニーズが見込まれます。 

○一方で、移動距離や人材などの面から事業者の負担が大きいと考えられ、こうした

参入障壁を取り除くことが必要です。 

【今後の方向性】 

○参入障壁を軽減する方法や人材確保等について調査し、ニーズ等を見極めながら、

施設サービス待機者の在宅介護を支援するため、市内に１施設の整備を図ります。 

 

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

【現状と課題】 

○現在、市内に４施設、合計 285 人の定員があります。 

○一定の待機者がありますが、今後高齢者数が横ばいもしくは減少傾向と見込まれる

ことから、特養待機者の在宅支援として地域密着型サービス等を充実させること

とし、新規の施設整備は予定していません。 

○一方で、認定期間の大部分をショートステイで過ごす方が一定数あり、これらの方

は長期入所が適切と考えられます。 

【今後の方向性】 

○新たな施設の整備は行わないこととし、現施設の小規模の定員増（合計 10 人程度）

で対応することとします。 
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⑤介護保険サービスの適正かつ円滑な運営 

【現状と課題】 

○給付実績と認定調査結果を活用し、不適切な可能性のある給付についてケアマネジャ

ーに確認を行う「ケアプラン確認」を実施しています。 

○平成 29 年度は、国保連の支援を受けながら、実際にケアマネジャーが作成したケア

プランを書類確認・面談調査により点検する「ケアプラン点検」を行いました。 

○兵庫県と合同で指定事業所への実地指導を実施しており、主に介護報酬算定の確認を

行っています。 

○平成 29 年度は、厚生労働省の事業により、介護認定審査会の適正化事業に取り組ん

でいます。 

【今後の方向性】 

○国の示す「第４期介護給付適正化計画に関する指針」を踏まえ、要介護認定や保険給

付の信頼性向上へ向けた取り組みを強化するため、次のとおり本計画期間における介

護給付適正化計画を定めます。 

第７期（平成 30 年～平成 32 年）における介護給付適正化計画 

ア．要介護認定の適正化 

１）遠隔地からの申請を除き、すべての認定調査の直営実施を維持します。 

２）e ラーニングの活用などにより認定調査員の技術向上と平準化を図ります。 

３）介護認定審査会の公平・公正な運営を図ります。 

イ．ケアマネジメントの適正化 

１）ケアプラン確認やケアプラン点検を継続するとともに、これらの結果を活用

してケアマネジャー全体の資質向上を図ります。 

２）住宅改修、福祉用具購入及び福祉用具貸与について、疑義のあるケースは現

地を訪問して確認し、必要に応じて改善等の助言指導を行います。 

３）ケアマネジャー連絡会で研修や情報提供を行い、ケアマネジメントの平準化

を図るとともに、ケアマネジャーの相談に随時対応し、支援困難ケースにつ

いては地域ケア個別会議により支援策を検討します。 

ウ．事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求の適正化 

１）兵庫県と連携し、サービス事業者の指導体制の整備を図ります。 

２）市が指導権限を持つ地域密着型サービス、基準該当サービス、居宅介護支援

及び介護予防支援については、指定有効期間（６年）中に少なくとも１回以

上の実地指導を行います。 

３）苦情、通報などの適切な把握に努めるとともに、介護給付適正化システムや

給付実績データの活用により事業者指導の効果的な実施を図ります。 

３）介護サービス利用者に対し、「介護給付費のお知らせ」を発送します。 

４）医療情報との突合、疑義のある請求の確認（縦覧点検）については、引き続

き兵庫県国民健康保険団体連合会に委託し、連携して取り組みます。 
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（２）介護予防・生活支援サービスの充実 

①総合事業による日常生活支援の推進 

【現状と課題】 

○高齢者相談センターと地域包括支援センターが連携し、総合事業へのスムーズな移行

と自立支援に向けた適切なケアマネジメントの実施に努めています。 

○生活支援の充実と介護予防の促進のため、事業所数、利用者数とも拡大していく必要

があります。 

○サービス提供の場面にリハビリの視点を導入して効果的な介護予防となるよう専門

職等との連携を行うことが必要です。 

【今後の方向性】 

○自立支援に向けた適切なケアマネジメントの重要性について周知を図り、効果的な支

援となるよう、関係者との連携を図ります。 

○新規事業者の参入や既存事業所の拡大を推進します。 

○サービス提供の場面への専門職の派遣等を継続し、リハビリの視点を導入して効果的

な介護予防のサービスとなることを目指します。 

 

②多様なサービスの充実 

【現状と課題】 

○介護保険サービス事業所による既存のサービスに加えて、閉じこもりがちな高齢者や

虚弱な高齢者等の体力向上、栄養改善や社会参加を図り、心身の状態が悪化しないよ

うに、介護予防・生活支援サービスへの理解とスムーズな移行・充実を図っています。 

○シルバー人材センターや自治協議会等と連携しながら、高齢者を支援していく仕組み

を構築しています。 

○市内生活支援従事者研修を開催し、元気な高齢者が支え手となれる活動を行いました

が、生活支援従事者研修修了者が、活動したい気持ちを持っていても活動できる場が

十分にないのが現状です。 

【今後の方向性】 

○現在の介護保険サービス事業所による既存のサービスに加えて、閉じこもりがちな高

齢者や虚弱な高齢者等の体力向上、栄養改善や社会参加を図り、心身の状態が悪化し

ないように、サービスの充実を図ります。 

○シルバー人材センターや自治協議会等と連携しながら、多様な主体を活用して高齢者

を支援していく仕組みを構築します。 

○生活支援従事者研修修了者が生活機能向上サービス事業所等で従事できるよう、事業

所への働きかけ等を行います。 
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（３）認知症施策の推進 

①認知症予防・早期発見の推進 

■認知症初期集中支援チーム 

【現状と課題】 

○平成 28 年度末より、認知症初期集中支援チームを設置し、平成 29 年度から、認知

症早期対応に向けた支援体制を構築するために活動しています。 

○認知症初期集中支援チームに対する住民及び関係者の理解が必要です。 

○充実した活動のためには、チーム員の知識・技術の資質向上と事業拡充のための人

員確保が必要です。 

 

【今後の方向性】 

   ○認知症の早期発見・早期対応に向けた支援体制を構築します。 

   〇個別ケースについては、地域ケア個別会議も活用して、地域課題の抽出や検討を重

ねていきます。 

 

■認知症予防教室 

【現状と課題】 

○出前講座「認知症を予防しよう」では、認知症の理解の話をした上で、認知症予防

のための「コグニサイズ」を参考にした予防体操を実施しています。 

○認知症チェックシートについては、個別の相談の際に活用しています。 

【今後の方向性】 

○認知症の理解を深めながら、日頃の生活の中でできる予防方法について情報提供し

ます。 

○認知症チェックシートを活用し、認知症の早期発見に努めます。 

 

②認知症医療体制の充実 

【現状と課題】 

○但馬圏域認知症対策担当者連絡会や市内医師会との懇談会を通じて、認知症医療体制

の充実を図っています。 

○かかりつけ医と圏域外医療機関を含む認知症専門医との連携のシステムはできてい

るものの、受診までにかなりの時間を要する現状があります。 

○地域包括支援センターに認知症相談センターを設置し、認知症対応医療機関登録制度

について、広く住民に周知し、適切な受診ができるよう支援しています。 

【今後の方向性】 

○但馬認知症疾患センターや市医師会との連携を図りながら、認知症医療体制の充実を

促進します。 

○認知症相談センターの機能強化を図り、認知症対応医療機関登録制度について広く住

民に周知し、適切な受診ができるよう支援します。 
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③認知症地域連携体制の強化 

■認知症ケアネットの活用 

【現状と課題】 

○平成 27 年度より、認知症支援ネットワーク会議を開催し、認知症の状態に応じた

本市の社会資源やサービスを機能別に分類・整理しました。 

○平成 29 年度には、ケアネットとして会議で確認できたものを見える化し、認知症

の相談・支援で活用するとともに、関係機関との共有、認知症支援充実のきっかけ

となるよう準備をすすめています。 

【今後の方向性】 

○地域の社会資源やサービスを機能別に分類・整理し、認知症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ネットを活用して、地域住民に分かりやすく

示し、早期・事前的な対応に活かします。 

 

■認知症地域支援推進員の活動強化 

【現状と課題】 

○認知症地域支援推進員を地域包括支援センターに３名配置して、医療と介護の連携

強化や、地域における支援体制の構築を図り、認知症に対する正しい知識の普及啓

発に努めています。 

〇医療・介護・地域等が有機的に連携したネットワークを形成するために、認知症支

援ネットワーク会議を開催し、認知症ケアネットの作成をしました。 

【今後の方向性】 

○認知症支援ネットワーク会議を継続開催し、医療と介護の連携強化や、地域におけ

る支援体制の構築を図り、認知症に対する正しい知識の普及啓発に努めます。 

 

■認知症高齢者等の見守り・ＳＯＳネットワークの構築 

【現状と課題】 

〇安心見守りネットワーク事業が定着し、参画企業・事業所も増えています。 

○現行の安心見守りネットワーク事業の充実を図り、行方不明など緊急時にも対応し

たネットワークとなるよう、関係機関と協議・検討しています。 

【今後の方向性】 

○認知症の方の日常的な見守りを強化していくために、安心見守りネットワークの充

実を図り、行方不明など緊急時にも対応した認知症高齢者等見守り・ＳＯＳネット

ワークを構築します。 

 

■認知症カフェ支援 

【現状と課題】 

○市内における認知症カフェが徐々に増えつつあります。 

○介護保険証の送付時にチラシを同封したり、高齢者相談センター等、相談窓口にチ

ラシを置き、相談に活用することで認知症カフェの周知を図っています。 
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【今後の方向性】 

○認知症カフェを広く市民に周知し、集いの場の拡大を働きかけ、介護者同士のつな

がりにより、精神的な負担を和らげるとともに、認知症介護の新しい情報を提供し

て介護者の意識の醸成や知識の習得を支援し、認知症の人とその家族が安心して暮

らすことができる地域づくりを目指します。 

 

■若年性認知症対策 

【現状と課題】 

○個々のケースに応じて、対応・支援を検討しています。 

○若年性認知症の方の就労できる場も確認しています。 

〇認知症支援ネットワーク会議において、参画している健康課・社会福祉課と共に、

若年性認知症を含む認知症施策について情報共有を図り、検討を行っています。 

【今後の方向性】 

○認知症支援ネットワーク会議の中で、地域、企業、医療、保健、障害福祉等が連携

し、支援策を検討していきます。 

 

④認知症ケア人材の充実 

【現状と課題】 

○平成 27 年度７回、平成 28 年度８回、認知症サポーター養成講座を実施しました。 

○平成 29 年３月末現在、認知症サポーター数は 4,287 人、キャラバンメイトは 45 人、

合計 4,332 人となっています。 

○社会福祉協議会と連携して、小中学生の福祉学習の中でサポーター養成に取り組み

ました。 

○地域・企業からの依頼により認知症サポーター養成講座を実施しています。講座開催

については、キャラバンメイトの協力も得ています。 

【今後の方向性】 

○民生委員・福祉委員等地域のリーダーや商工会・企業、市役所職員に対して、積極的

に認知症サポーター養成講座の実施を働きかけていきます。 

○社会福祉協議会、教育委員会と連携して、市内すべての小中学校で認知症サポーター

養成講座の受講を進めます。 

〇安心見守りネットワーク参画企業・事業所に対して、認知症サポーター養成講座を実

施していきます。 

〇地域リハビリテーション活動支援事業で介護保険サービス事業所に出向き、介護職員

の認知症対応力向上を図ります。 

○認知症になっても安心して暮らし続けることを支援するために、市民後見人推進事業

等も検討します。 
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（４）安心・安全なまちづくり 

①生活安全施策・事業の推進 

■防災対策、災害時要援護者対策の充実 

【現状と課題】 

○市内における自主防災組織は、すべての地域で設置しています。 

○毎年９月の第一日曜日に一斉避難訓練を実施し、地域ごとの実情にあわせた訓練が

行われています。 

○災害時要援護者支援策として、個別の避難等計画策定が求められています。 

○地域への情報提供をどのように行っていくか、計画の策定を誰が行うのか（自主防

災組織か・事業者か）、関係機関の連携を図りながら検討する必要があります。 

【今後の方向性】 

○火災防止の知識や地震、洪水などの災害時の対処方法などについての啓発を推進す

るとともに、地域における防災組織を育成し、地域住民参加のもとで避難、誘導、

救出・救護などを実地に学ぶ防火・防災訓練を推進します。 

○消防など関係機関との連携を強化し、高齢者が暮らす住宅の防災・防火対策の推進

や火災・災害発生時の緊急通報体制、救出・避難誘導体制の充実を図ります。 

○災害時には、民生委員・児童委員、区長、地域住民等が連携して、安否確認、救助

活動等が円滑に行えるような体制の整備促進を図ります。 

○災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書を特別養護老人ホーム

等（居住型施設）と締結し、これにより災害発生時には、地域、市、関係機関、福

祉避難所等が連携し、要援護者の避難支援にあたります。 

 

■防犯対策、消費生活相談の充実 

【現状と課題】 

○振り込め詐欺や消費者被害等の情報については、速やかに関係機関へ情報提供し、

高齢者等からの相談があれば、市民課消費生活専門相談員と連携し対応しています。 

○高齢者からの相談等で、今後見守りや支援が必要と感じた場合は、地域包括支援セ

ンターにつなぐ等、再発防止に努めています。 

【今後の方向性】 

○高齢者に対する犯罪被害を防止するため、振り込め詐欺などに対する防犯知識の周

知徹底や、悪徳商法等の消費者被害防止に向けた情報の提供に努めるとともに、地

域における防犯活動の充実を促すことや、警察や自治会などとも連携し、高齢者世

帯をねらった犯罪の防止対策を促進します。 

○市役所内に設置された消費生活専門相談員を中心に相談窓口を充実するとともに、

地域包括支援センターなど、関係機関との連携を促進します。 

○消費生活の安全・安心を確保するためには、消費者自身のスキルアップが不可欠な

ことから、高齢者福祉大会や高齢者大学、各種大会や行事で出前講座による啓発活

動を行うほか、市広報、ホームページ、パンフレットの配布、ケーブル放送などに

よる情報提供に取り組みます。 
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■交通安全対策の充実 

【現状と課題】 

○運転に不安のある高齢ドライバーによる事故が発生しています。 

○安全のため高齢ドライバーの運転免許証自主返納を促すには、代替となる交通手段

の確保が必要です。 

【今後の方向性】 

○高齢者や家族を対象とした交通安全教育を推進し、交通安全意識の普及に努めると

ともに、関係機関や団体などの協力を得て、市民参加のもとで交通安全運動を展開

し、高齢者などの交通安全対策やドライバーに対する安全運転の啓発に努めます。 

○「自家用車に頼らない」市民意識の醸成と移動支援の充実を図ります。 

 

②福祉環境施策・事業の推進 

■福祉のまちづくりの推進 

【現状と課題】 

 ○市内の駅、公共施設において、エレベーター、エスカレーター、点字ブロック、洋

式トイレなどが設置されいない施設があり、100％バリアフリー化とはなっていな

いのが現状です。 

【今後の方向性】 

 ○高齢者・障害者を含めて誰もが利用しやすいデザインは、誰にとっても快適に利用

できるデザインであるというユニバーサルデザインの考え方や、高齢者・障害者等

と共に生きる共生の社会理念、そのために求められる共助の重要性など、ユニバー

サルデザインの推進に関する啓発を進めます。そして、誰もが快適に住み続けられ

るよう、ユニバーサルデザイン、福祉のまちづくり条例に基づく公共施設の整備や

緊急通報システム設備の100％充足、ゆずりあい駐車場の設置を推進します。 

 

■利用しやすい交通手段の確保 

【現状と課題】 

○公共交通体系は維持されていますが、少子高齢化の進展により、利用者数が年々減

少しています。 

○自家用車の利用者や運転免許証返納者を公共交通利用者として、取り込んでいくた

めの利用促進策を検討することが必要です。 

○高齢者等の交通弱者のニーズに応じた運行形態を検討することが必要です。 

【今後の方向性】 

○公共交通サービス水準の維持を目指し、路線バス、コミュニティバス、スクールバ

ス等の運行の効率化や、市民と行政が一体となった利用促進をさらに進めます。 
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■外出しやすいまちづくり 

【現状と課題】 

○歩道の段差解消、点字・誘導ブロックの設置、危険箇所への交通安全施設の整備に

ついては、要望を受け、公安委員会や道路管理者、社会福祉課、市民課等が現場に

立会を行うなどして情報を共有し、設置の検討などを行っています。 

○乗り上げ駐車や自転車等の放置などについては、申し出等を受け、スムーズな通行

ができるよう、養父警察署、道路管理者に情報をつないでいます。 

【今後の方向性】 

○歩道の段差解消、点字・誘導ブロックの設置、危険箇所への交通安全施設の整備な

ど、道路交通環境の整備を進めます。 

○乗り上げ駐車や自転車等の放置など、歩道上の障害物をなくすため、市民や事業者

等への啓発・広報に努め、安全な歩行空間の確保に努めます。 

 

３．ふれあい地域ケアの推進                       

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

①自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

【現状と課題】 

 ○高齢化が進む中、高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を送るために、保険

者は、制度の持続可能性を維持すると共に、地域課題を分析して、地域包括ケアシス

テムの構築への取り組みを進めることが求められています。 

【今後の方向性】 

○地域包括ケア「見える化」システム等のデータ利用や、地域ケア会議などを通じて地

域課題を把握し、課題分析により地域に応じた高齢者の自立支援や重度化防止に関す

る目標を立てるとともに、事業を進める中で実績評価を行い必要な見直しを行います。 

 

②地域包括支援センターの機能強化 

【現状と課題】 

○平成 29 年度に委託した高齢者相談センターと地域包括支援センターが連携し、総合

相談窓口の拡充、介護予防ケアマネジメントの充実を図っています。 

〇地域包括支援センターに生活支援コーディネーターや認知症地域支援推進員を配置

し、医療、介護、生活支援・介護予防、住まいが圏域ごとに確保されるための地域づ

くりを包括的に取り組んでいます。 

〇地域包括ケアシステムの実現のために、地域ケア会議の充実を図ってきました。 

【今後の方向性】 

○地域包括支援センター・高齢者相談センターと認知症地域支援推進員や生活支援コー

ディネーターが連携し、総合相談や包括的支援業務、地域ケア会議等の充実と、医療

介護の連携、認知症施策、生活支援体制整備の推進に取り組みます。 
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〇高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、自助・互助・共助・公助の適切な

コーディネートと資源・サービス等の開発によって、本市における地域包括ケアシス

テムを構築していきます。 

 

養父市地域包括ケアシステムに係る会議体系イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域ケア会議の充実 

■地域ケア個別会議 

【現状と課題】 

○地域の支援困難ケースに対して、多職種・多機関、地域関係者等が集まり、現状を

確認、実現可能な支援等を検討するために、地域ケア個別会議を月 1 回開催してい

ます。 

○事例検討を通じて、関係者とのネットワーク構築を図っています。 

○事例検討から地域課題の抽出を行い、地域ケア推進会議にて報告しています。 
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【今後の方向性】 

○支援困難ケースや自立支援に資するケアマネジメントについて、事例検討を定期的

及び必要時開催していきます。 

○個別事例の検討だけでなく、地域における課題に着目し、その解決に向けた支援を

検討していきます。 

 

■地域ケア推進会議 

【現状と課題】 

○地域ケア個別会議で積み重ねた事例検討から抽出された地域課題や、認知症支援ネ

ットワーク会議や生活支援コーディネーター連絡会等の地域ケア生活支援会議か

ら抽出された課題を、地域ケア推進会議で集約、整理して、課題解決のために具体

的な検討を行っています。 

【今後の方向性】 

○地域課題について協議を行い、解決のための方向性を検討し、必要があれば再び地

域ケア生活支援会議へつなげて、対応策等の具体的な検討を行っていきます。 

○協議・検討した内容を介護保険運営協議会で報告し、政策の立案及び提言へつなげ

ます。 

 

④生活支援サービス提供体制の整備 

【現状と課題】 

○平成 28 年度より、第１層（全市域）のコーディネーターを地域包括支援センターに

設置し、第２層（中学校区）のコーディネーターを社会福祉協議会に委託設置しまし

た。 

○地域包括支援センターと第２層のコーディネーターで連絡会を開催し、住民自身が地

域の福祉課題を考え、住民同士の支え合いができる地域づくりに向け、検討を重ねま

した。 

○社会福祉協議会が開催する地区福祉委員会に地域包括支援センターも参加し、チラシ

を元に、生活支援体制整備事業の周知を図り、地域ごとの社会資源の現状把握や検討

を行いました。 

○平成 29 年度は、地域ケア推進会議において、生活支援体制整備について検討を行っ

ています。 

【今後の方向性】 

 ○本市の地域資源を見える化し、総合相談やケアマネジメントに活用できるように、高

齢者相談センターや居宅介護支援事業所等へ情報提供します。 

 ○第１層と第２層がさらに連携を深め、市が捉える地域課題と自治協議会や福祉委員会

で抽出された地域が考える課題のすり合わせや検討を行います。  
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（２）相談支援体制、介護者支援の充実 

①相談支援体制の充実 

【現状と課題】 

○平成 29 年度より、総合相談は日常生活圏域ごとに設置した高齢者相談センターに業

務を委託しています。 

【今後の方向性】 

○個人情報の取り扱いに配慮しながら、相談者や家族の意向、状況把握に努め、その人

に必要な支援、利用可能な制度やサービス等の情報提供を行うなど、関係機関（市役

所各課、社会福祉協議会、民生委員、ケアマネジャー及びサービス事業者等）と連携

して生活に密着した相談支援を進めます。 

 

②権利擁護の推進 

■高齢者虐待防止 

【現状と課題】 

  ○平成18年度から高齢者虐待防止ネットワーク会議、平成25年度からは社会福祉課と

合同で、養父市高齢者及び障害者虐待防止地域ネットワーク委員会を開催し、関係

機関相互の連携を図っています。 

○高齢者虐待は、通報義務があるものの、通報のハードルが高い等の理由により、問

題が深刻化してからようやく相談につながるといった状況があります。 

○虐待の原因としては、認知症の理解や介護の知識が不十分なための不適切な介護、

また、虐待の認識が家族等になく、そのまま深刻化していくといった状況も多々あ

ります。 

【今後の方向性】 

○さまざまな機会を通じて、広く市民や関係機関へ認知症や虐待防止に関する正しい

知識の普及啓発に努め、早期発見、早期対応に努めます。 

○関係機関からの気づきや支援が困難なケースの相談については、高齢者虐待の深刻

化を防ぐため、状況に応じて関係者間で連携、相談しながら本人や家族等の支援に

努めます。 

 

■成年後見制度の活用 

【現状と課題】 

  ○認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の十分でない方が、財産管理や

日常生活での契約を行うときに、不利益が生じることがないように、成年後見制度

の利用に関する支援や制度の普及啓発を行っています。 

○身寄りのない方に対しては、その方の尊厳や権利を守るため、必要に応じて市長申

し立てによる成年後見制度の利用を行っています。 
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【今後の方向性】 

○十分な判断能力がなかったり、認知症や障害があるため、自分ひとりで契約や財産管

理などが難しい方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、成年後見制度の利

用促進や制度の普及啓発に取り組みます。 

 

■消費者問題の相談 

【現状と課題】 

○悪徳商法や振り込め詐欺等に対する防犯知識の周知徹底や、情報提供に努めるとと

もに、警察や自治会等とも連携し、犯罪の防止対策を行っています。 

○市役所の消費生活専門相談員を中心とした相談窓口を充実し、高齢者相談センター

など、関係機関と連携しています。 

【今後の方向性】 

  ○消費生活の安全・安心の確保と消費者自身のスキルアップのため、高齢者福祉大会

や高齢者大学、各種大会や行事で出前講座による啓発活動を行うほか、市広報、ホ

ームページ、パンフレットの配布、ケーブル放送などによる情報提供に取り組みま

す。 

 

③家族介護教室の開催 

【現状と課題】 

○社会福祉協議会に家族介護教室の実施を委託しています。 

○平成 28 年度は 31 回開催し、延べ 291 人が参加しました。 

○介護保険証の送付時に、チラシを同封して周知しています。 

○社会福祉協議会が主催する家族介護教室に、適宜地域包括支援センターが参加し、介

護に関する知識や情報提供、精神的負担の軽減を図っています。 

【今後の方向性】 

○家族介護者が介護に関する知識や技術を習得することが、介護負担の軽減につながる

ため、今後も家族等のさまざまなニーズに応えながら、参加者が拡充できるよう事業

を実施します。 

○教室等に参加できない介護者に対しても、介護に関する知識・技術等の情報提供や、

介護者の精神的負担の軽減が図れるよう検討します。 

 

④家族介護用品支給事業の推進 

【現状と課題】 

○平成 27 年度は 11 人、平成 28 年度は 14 人の利用者に支給を行いました。 

○該当者が確実に利用につながるよう、ケアマネジャー等への周知が必要です。 

【今後の方向性】 

○介護者の身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、在宅生活の継続及び向上が 

図れるよう、今後も継続して実施するとともに、事業内容の周知・広報に努めます。 
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⑤家族介護慰労金の支給 

【現状と課題】 

○平成 21 年以降に支給実績はありませんが、引き続きあり方の検討が必要です。 

【今後の方向性】 

○家族介護者支援全体のあり方を踏まえつつ、引き続き制度について検討します。 

 

（３）医療と介護の連携強化 

①在宅医療・介護連携の推進 

【現状と課題】 

 ○養父市介護サービス適正化事業を委託している養父市援助職者が学ぶ会と共に、平成

24 年から医療・介護連携の取り組みを行っています。 

○八鹿病院看護師長及び医療ソーシャルワーカーとの連絡会、医師会とのワーキンググ

ループ、医師会とケアマネジャーの全体会を開催し、事例検討を通した対応の共有等

を図っています。 

○有効な連携のため、平成 28 年度には「養父市医療介護連携マニュアル」を作成しま

した。 

○医師との情報交換や連携のために作成した「医師との連携一覧表」について、平成 29

年度に医科に加えて歯科を追加し、関係機関への周知を図りました。 

【今後の方向性】 

 ○医師会や公立八鹿病院との連携に、歯科医師会、薬剤会等の関係機関も加え、本市の

在宅医療介護の連携強化を図ります。 

 

②地域住民への啓発 

【現状と課題】 

 ○「住み慣れた家で人生の最期を迎えたい」という住民の思いをかなえるため、平成 27

年度には「広めよう在宅ホスピス」、平成 29 年度には「元気なうちから、人生の最期

を考える」と題して、住民が元気な時から人生の最期の時を考える機会となるよう看

取りのフォーラムを開催しました。 

 ○住民に病床機能の明確化や入院期間の短縮等、医療の現状を周知し、元気な時からか

かりつけ医を持ち、自身で健康管理し、健康づくりや介護予防に取り組める環境づく

りが必要と考えます。 

【今後の方向性】 

○高齢者が元気なときから「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」「かかりつけ薬局」を

持ち、健康増進や病気の早期発見に取り組めるよう、普及啓発を行います。 

○市民に対し、在宅看取りなど在宅医療・介護連携に関して、講演会等の開催や、地域

へ出向いての講座、広報やパンフレット等、さまざまな手段により啓発を行います。 
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③兵庫県保健医療計画との整合性 

【現状と課題】 

 ○団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年に向け、「住民が、住み慣れた地域で生活しな

がら、状態に応じた適切で必要な医療が受けられる」地域医療の提供体制が必要とさ

れています。 

 ○高齢化による医療・介護の需要増大に対応するため、限られた医療・介護資源を適正・

有効に活用することが求められています。 

 ○医療においては、機能の分化・連携により、本人の状態に応じた適切な医療を提供す

るとともに、在宅医療等を充実し、在宅生活を支える体制を整備する必要があります。 

【今後の方向性】 

○高齢者の増加、価値観の多様化に伴い、できる限り住み慣れた家庭や地域で療養する

ことができるような環境の整備が求められています。在宅医療及び介護が必要な高齢

者に対し、医療との連携を図り、適切な介護サービスが受けられるよう県の指導・支

援を受け、体制整備に努めます。 

 

（４）見守り・支え合いのまちづくり 

①地域による見守り 

  ■安心見守りネットワーク事業 

【現状と課題】 

○安心見守りネットワーク事業に参画する事業所は徐々に増加し、市内 50 団体と事

業協定を結んでおり、地域住民、企業等の見守り支援への理解が深まっています。 

○子どもから高齢者はもちろん、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし

続けるための見守りを含めての検討が必要です。 

【今後の方向性】 

○より多くの団体の参加・協力を働きかけ、連絡会等を開催し支援の充実を図ります。 

○地域住民の支え合いを深め、認知症や虐待の早期発見、孤立死防止等の課題に地域

全体で取り組む環境づくりに努めます。 

 

②訪問による見守り 

  ■共助の基盤づくり事業（ふれあい訪問員） 

【現状と課題】 

○養父市社会福祉協議会に委託し、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯だけで

なく、障害者・生活困窮世帯を訪問し、必要な情報提供等の生活支援を行っていま

す。 

○日常生活圏域ごとに設置された高齢者相談センターにおいて、相談窓口の拡充を図

っています。 
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【今後の方向性】 

○ふれあい訪問員が、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯だけでなく、障害者・

生活困窮世帯を訪問し、見守りや生活に必要な情報提供等の生活支援を行うことで、

地域で安心して暮らせるよう支援します。 

○訪問により生活支援の必要な方を発見した場合は、高齢者相談センターへつなげ、

早期対応を図ります。 

 

  ■地域サポート型施設との連携 

【現状と課題】 

○特別養護老人ホーム等の介護関連施設にＬＳＡ（生活援助員）を配置することによ

り、24 時間対応可能な態勢で、高齢者等の見守りを行い、安心して自宅で生活がで

きるよう支援する事業です。 

○市内では、特別養護老人ホーム１施設が平成 25 年６月より兵庫県の認定を受け、

事業を実施しています。 

【今後の方向性】 

○事業所と高齢者相談センターが協力・連携して、地域住民の見守り・支援を充実さ

せるよう取り組みます。 

 

③緊急時に備える支援 

  ■緊急通報システム 

【現状と課題】 

○ひとり暮らし高齢者などの不安の軽減と安全確保のため、事業を継続しており、平

成 29 年３月末現在で 178 名が利用しています。 

【今後の方向性】 

○ひとり暮らし高齢者などの不安の軽減と安全確保を図っている重要な事業であり、

今後も利用者の利便性を確保し事業を継続します。 

 

■緊急情報キット配布事業 

【現状と課題】 

○救急時や災害時に支援者が高齢者等の病症等をいち早く把握できるよう、かかりつ

け医療機関、持病、内服薬、緊急連絡先などの情報を記載したシートを筒状のキッ

トに入れて冷蔵庫に保管していただく事業です。 

○平成 29 年９月末現在で 2,129 本のキットを配布し、適宜内容の更新を働きかけて

います。 

【今後の方向性】 

○区長会等を通じて「緊急情報キット」の配布の普及啓発を行うとともに、持病や薬

などの情報が正しく更新されるように働きかけます。 
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④地域ボランティアの育成 

【現状と課題】 

○社会福祉協議会と連携し、介護予防サポーター、傾聴ボランティア等、地域ボランテ

ィアの育成や活動支援を行っています。 

【今後の方向性】 

○引き続き、社会福祉協議会と連携し、地域ボランティアの育成や活動支援に努めます。 

 

第３章 介護サービス量等の見込み                

１．高齢者数と要介護認定者数の見込み                  

（１）人口推計 

今後の本市の総人口を推計すると、本計画期間の最終年度の平成 32 年度には、総人口は

23,102 人、65 歳以上人口が 8,863 人（高齢化率 38.4％）、75 歳以上人口が 5,057 人（後期

高齢化率 21.9％）になると見込まれます。 

 なお、参考値として平成 37 年度についても推計を行っています。 
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（２）要支援・要介護認定者数の推計 

今後の要支援・要介護認定者数（第１号被保険者のみ）を推計すると、65 歳以上人口が横

ばいであることや、介護予防事業の効果により軽度者を中心に新規申請が減少すると見込ま

れることから、認定者数は減少傾向で推移し、本計画期間の最終年度の平成 32 年度には、

1,748 人になると見込まれます。 
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２．介護サービスの量の見込み                      

（１）居宅サービスの見込み 

第６期計画期間における実績等を基に居宅サービス及び介護予防給付サービスの必要量

を試算すると、次のとおりです。 

居宅サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

訪問介護 
利用回数（回/月） 4,283.2 4,418.8 4,300.6 

利用者数（人/月） 229 233 226 

訪問入浴介護 
利用回数（回/月） 21.0 22.0 28.2 

利用者数（人/月） 5 5 6 

訪問看護 
利用回数（回/月） 2,136.6 2,225.7 2,301.7 

利用者数（人/月） 289 299 308 

訪問リハビリテーション 
利用回数（回/月） 133.9 137.0 139.4 

利用者数（人/月） 14 14 14 

居宅療養管理指導 利用者数（人/月） 188 195 201 

通所介護 
利用回数（回/月） 2,944.5 2,737.1 2,527.7 

利用者数（人/月） 382 363 343 

通所リハビリテーション 
利用回数（回/月） 2,227.2 2,137.6 2,047.4 

利用者数（人/月） 303 290 276 

短期入所生活介護 
利用日数（日/月） 1,836.4 1,873.1 1,890.9 

利用者数（人/月） 163 163 162 

短期入所療養介護（老健） 
利用日数（日/月） 714.9 719.9 714.3 

利用者数（人/月） 65 66 66 

短期入所療養介護（病院等） 
利用日数（日/月） 0.0 0.0 0.0 

利用者数（人/月） 0 0 0 

福祉用具貸与 利用者数（人/月） 623 629 631 

特定福祉用具購入費 利用者数（人/月） 14 14 14 

住宅改修費 利用者数（人/月） 8 8 8 

特定施設入居者生活介護 利用者数（人/月） 68 71 76 

居宅介護支援 利用者数（人/月） 859 839 815 
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介護予防サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護予防訪問入浴介護 
利用回数（回/月） 0.0 0.0 0.0 

利用者数（人/月） 0 0 0 

介護予防訪問看護 
利用回数（回/月） 298.0 347.7 391.8 

利用者数（人/月） 40 41 42 

介護予防訪問リハビリテーション 
利用回数（回/月） 19.2 19.6 20.0 

利用者数（人/月） 2 2 2 

介護予防居宅療養管理指導 利用者数（人/月） 20 21 21 

介護予防通所リハビリテーション 利用者数（人/月） 61 59 56 

介護予防短期入所生活介護 
利用日数（日/月） 0.0 0.0 0.0 

利用者数（人/月） 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護（老健） 
利用日数（日/月） 0.0 0.0 0.0 

利用者数（人/月） 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 
利用日数（日/月） 0.0 0.0 0.0 

利用者数（人/月） 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 利用者数（人/月） 123 124 125 

介護予防特定福祉用具購入費 利用者数（人/月） 5 5 5 

介護予防住宅改修 利用者数（人/月） 4 4 4 

介護予防特定施設入居者生活介護 利用者数（人/月） 2 2 2 

介護予防支援 利用者数（人/月） 223 218 211 

 

（２）地域密着型サービスの見込み及び整備方針 

第６期計画期間における実績等を基に地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サー

ビスの必要量を試算すると、次のとおりです。 

地域密着型サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 利用者数（人/月） 0 0 8 

夜間対応型訪問介護 利用者数（人/月） 0 0 0 

認知症対応型通所介護 
利用回数（回/月） 589.6 670.2 714.4 

利用者数（人/月） 59 63 64 

小規模多機能型居宅介護 利用者数（人/月） 48 49 49 

認知症対応型共同生活介護 利用者数（人/月） 57 57 55 

地域密着型特定施設入居者生活介護 利用者数（人/月） 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 利用者数（人/月） 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 利用者数（人/月） 0 0 0 

地域密着型通所介護 
利用回数（回/月） 660.6 871.2 1,105.2 

利用者数（人/月） 48 52 56 
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地域密着型介護予防サービス 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護予防認知症対応型通所介護 
利用回数（回/月） 17.7 21.2 26.1 

利用者数（人/月） 4 4 4 

介護予防小規模多機能型居宅介護 利用者数（人/月） 2 2 2 

介護予防認知症対応型共同生活介護 利用者数（人/月） 0 0 0 

 

 地域密着型サービスについては介護保険事業計画に基づいて整備することとされており、

これまでに整備した認知症対応型通所介護２施設、認知症対応型共同生活介護３施設及び小

規模多機能型居宅介護２施設の利用状況を見極めながら、本計画においては、次のとおり整

備を検討します。 

 

■地域密着型サービスの整備計画 

サービス種類 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 － － １ヶ所 
 

（３）施設サービスの見込み及び整備方針 

第６期計画期間における実績等を基に施設サービスの利用者数を推計すると、次のとおり

です。 

施設サービス 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護老人福祉施設 利用者数（人/月） 333 333 333 

介護老人保健施設 利用者数（人/月） 117 117 117 

介護医療院 利用者数（人/月） 0 0 0 

介護療養型医療施設 利用者数（人/月） 3 3 3 

 

 施設サービスについては介護保険事業計画に基づいて整備することとされています。 

 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）については、現在、市内には４施設、合計 285

人の定員があります。今後、高齢者数が横ばいもしくは減少傾向と見込まれることから、新

たな施設の整備は行わないこととし、現施設の小規模の定員増（合計 10 人程度）で対応す

ることとします。 

 介護老人保健施設については、現在、市内には２施設合計 113 人の定員がありますが、整

備の計画はありません。 

 介護医療院については、平成 30 年４月１日以降に新設もしくは介護療養型医療施設の転

換によって整備することとされていますが、整備の計画はありません。 

 介護療養型医療施設については、現在、市内にはなく、平成 30 年４月１日以降は制度改

正により介護医療院に転換されます。
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３．介護保険事業費の見込み                       

（１）サービス給付費の見込み 

 本計画期間におけるサービス給付費は、次のとおりです。         （単位：千円） 

介護給付費 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 162,817 167,863 163,498 

訪問入浴介護 2,791 2,925 3,748 

訪問看護 141,123 146,932 151,878 

訪問リハビリテーション 4,666 4,779 4,865 

居宅療養管理指導 18,311 19,011 19,576 

通所介護 286,852 265,318 243,587 

通所リハビリテーション 263,364 252,491 241,814 

短期入所生活介護 177,913 181,161 182,510 

短期入所療養介護（老健） 88,612 89,285 88,461 

短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 

福祉用具貸与 109,808 110,931 111,214 

特定福祉用具購入費 3,657 3,657 3,657 

住宅改修費 7,851 7,851 7,851 

特定施設入居者生活介護 153,535 160,152 171,265 

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 18,231 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 

認知症対応型通所介護 71,015 81,245 86,642 

小規模多機能型居宅介護 109,966 112,120 112,120 

認知症対応型共同生活介護 175,006 175,084 168,818 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

地域密着型通所介護 65,016 84,261 105,588 

施設サービス  

 介護老人福祉施設 996,616 997,062 997,062 

介護老人保健施設 344,825 344,980 344,980 

介護医療院 0 0 0 

介護療養型医療施設 13,084 13,090 13,090 

居宅介護支援 159,146 159,934 156,256 

合計 3,340,824 3,356,762 3,376,454 
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（単位：千円） 

介護予防給付費 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護予防居宅サービス  

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 

介護予防訪問看護 18,808 21,774 24,532 

介護予防訪問リハビリテーション 638 652 665 

介護予防居宅療養管理指導 2,003 2,082 2,082 

介護予防通所リハビリテーション 25,826 25,035 23,726 

介護予防短期入所生活介護 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護（老健） 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 10,303 10,386 10,470 

介護予防特定福祉用具購入費 901 901 901 

介護予防住宅改修費 4,487 4,487 4,487 

介護予防特定施設入居者生活介護 1,260 1,260 1,260 

地域密着型サービス  

 介護予防認知症対応型通所介護 1,703 2,009 2,470 

介護予防小規模多機能型居宅介護 1,118 1,119 1,119 

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 

介護予防支援 12,092 11,826 11,446 

合計 79,139 81,531 83,158 

 

 

 

（単位：千円） 

総給付費 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

①介護サービス 3,356,762 3,376,454 3,392,237 

 

在宅サービス 1,673,696 1,686,086 1,697,022 

居住系サービス 328,541 335,236 340,083 

施設サービス 1,354,525 1,355,132 1,355,132 

②介護予防サービス 79,139 81,531 83,158 

 
在宅サービス 77,879 80,271 81,898 

居住系サービス 1,260 1,260 1,260 

合計 ①+② 3,435,901 3,457,985 3,475,395 
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（２）保険料収納必要額の見込み 

 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

標準給付費見込額 千円 3,663,222 3,726,258 3,786,740 

 総給付費（一定以上所得者負担の調整後） 千円 3,434,893 3,497,929 3,558,411 

 総給付費 千円 3,435,901 3,457,985 3,475,395 

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 千円 1,008 1,552 1,645 

消費税率等の見直しを勘案した影響額 千円 0 41,496 84,661 

特定入所者介護サービス費等給付額（資産等勘案調整後） 千円 147,919 147,919 147,919 

 特定入所者介護サービス費等給付額 千円 147,919 147,919 147,919 

補足給付の見直しに伴う財政影響額 千円 0 0 0 

高額介護サービス費等給付額 千円 67,673 67,673 67,673 

高額医療合算介護サービス費等給付額 千円 9,812 9,812 9,812 

算定対象審査支払手数料 千円 2,925 2,925 2,925 

 審査支払手数料一件あたり単価 円 54 54 54 

審査支払手数料支払件数 件 54,167 54,167 54,167 

審査支払手数料差引額 円 0 0 0 

地域支援事業費 千円 147,199 147,199 147,199 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 千円 71,441 71,441 71,441 

包括的支援事業・任意事業費 千円 75,758 75,758 75,758 

第１号被保険者負担分相当額 千円 876,397 890,895 904,806 

調整交付金相当額 千円 186,733 189,885 192,909 

調整交付金見込額 千円 334,999 328,501 318,300 

調整交付金見込交付割合 ％ 8.97 8.65 8.25 

 後期高齢者加入割合補正係数 － 0.8486 0.8631 0.8807 

所得段階別加入割合補正係数 － 0.9749 0.9749 0.9749 

市町村特別給付費等 千円 0 0 0 

市町村相互財政安定化事業負担額 千円 0 

市町村相互財政安定化事業交付額 千円 0 

介護保険給付費準備基金繰入額 千円 64,000 

保険料収納必要額 千円 2,223,325 

予定保険料収納率 ％ 98.50 
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４．第１号被保険者の介護保険料                     

（１）介護給付等の財源 

全国の介護保険被保険者が公平に費用（介護給付費＋地域支援事業費）を負担するように、

第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は、３か年（事業計画期間）ごとに、全国規模

の人口比率で定められており、第１号被保険者の負担割合は、第６期計画期間では 22％で

したが、本計画期間は 23％となります。 

介護給付にかかる財源の２分の１は公費で、残りの半分は介護保険料でまかなわれており、

それぞれの財源構成は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、公費のうち「国の調整交付金」は、市町村間の第１号被保険者の保険料格差を是

正するために交付されるものであり、第１号被保険者に占める後期高齢者（75 歳以上の方）

の割合や所得分布の状況により変動する仕組みとなっています。 

国の調整交付金

5.0%

国

20.0%

兵庫県

12.5%

養父市

12.5%

第２号保険料

（40～64歳）

27.0%

第１号保険料

（65歳以上）

23.0%

居宅給付費の財源構成

国の調整交付金

5.0%

国

15.0%

兵庫県

17.5%

養父市

12.5%

第２号保険料

（40～64歳）

27.0%

第１号保険料

（65歳以上）

23.0%

施設等給付費の財源構成

国の調整交付金

5.0%

国

20.0%

兵庫県

12.5%

養父市

12.5%

第２号保険料

（40～64歳）

27.0%

第１号保険料

（65歳以上）

23.0%

介護予防・日常生活支援総合事業の財源構成

国

38.5%

兵庫県

19.25%

養父市

19.25%

第１号保険料

（65歳以上）

23.0%

包括的支援事業・任意事業の財源構成
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（２）保険料段階 

 本市では、負担能力に応じた保険料賦課の観点から、国の標準段階加えて第 10 段階及び

第 11 段階を設定し、さらに低所得者（非課税世帯）の介護保険料の上昇を抑制するため、

第７段階から第 11 段階の基準額に対する割合を次のように設定することとします。 

 
国の標準段階（９段階） 

基準額に 

対する割合 

第１段階 
市民税非課税世帯で老齢福祉年金及び生活保護受給者の方 

市民税非課税世帯で前年の合計所得金額＋課税年金収入が 80 万円以下の方 
0.50 

第２段階 市民税非課税世帯で本人年金収入等 80万円超 120 万円以下の方 0.75 

第３段階 市民税非課税世帯で本人年金収入等 120 万円超の方 0.75 

第４段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方 0.90 

第５段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は年金収入等 80万円超の方 1.00 

第６段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 1.20 

第７段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 120 万円以上 190 万円未満の方 1.30 

第８段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 190 万円以上 290 万円未満の方 1.50 

第９段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 290 万円以上の方 1.70 

 

 

 

 
養父市の所得段階（11段階） 

基準額に 

対する割合 

第１段階 
市民税非課税世帯で老齢福祉年金及び生活保護受給者の方 

市民税非課税世帯で前年の合計所得金額＋課税年金収入が 80 万円以下の方 
0.50 

第２段階 市民税非課税世帯で本人年金収入等 80万円超 120 万円以下の方 0.70 

第３段階 市民税非課税世帯で本人年金収入等 120 万円超の方 0.80 

第４段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方 0.90 

第５段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は年金収入等 80万円超の方 1.00 

第６段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 100 万円未満の方 1.20 

第７段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 100 万円以上 190 万円未満の方 1.40 

第８段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 190 万円以上 290 万円未満の方 1.60 

第９段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 290 万円以上 390 万円未満の方 1.80 

第 10段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 390 万円以上 500 万円未満の方 2.00 

第 11段階 市民税本人課税者で前年の合計所得金額が 500 万円以上の方 2.20 
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（３）第１号被保険者の介護保険料 

 所得段階別補正後被保険者数及び予定保険料収納率等から算出された介護保険料基準額

は、次のとおりです。 

（単位：人） 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 合計 

第１段階 1,262 1,261 1,256 3,779 

第２段階 915 915 912 2,742 

第３段階 831 830 828 2,489 

第４段階 967 966 963 2,896 

第５段階 1,831 1,829 1,823 5,483 

第６段階 1,170 1,169 1,165 3,504 

第７段階 1,247 1,246 1,242 3,735 

第８段階 411 411 409 1,231 

第９段階 112 111 111 334 

第 10段階 60 60 60 180 

第 11段階 94 95 94 283 

合計 8,900 8,893 8,863 26,656 

所得段階別加入割合補正後被保険者数 8,682 8,676 8,646 26,004 

弾力化をした場合の所得段階別加入割合補正後被保険者数 8,973 8,967 8,936 26,877 
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■所得段階別の第１号被保険者保険料                                 （単位：円） 

 

※第１段階の方の介護保険料は、平成 27 年度から公費負担により軽減されているため、基

準額に対する割合を 0.45 として算定しています。 

※平成 31 年 10 月から、第１段階から第３段階の被保険者に対して、消費税の増税分を財源

とする公費負担により保険料負担軽減が実施される予定です。 
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第４章 施策展開のための体制づくり              

１．関係機関との連携                           

日常生活に何らかの支援が必要な高齢者等に適切なサービスを迅速に提供するため、保

健・医療・福祉など各分野の関係機関による緊密な連携と情報の共有に努め、施策・サービ

ス等の総合的な調整、推進を図ります。 

また、より充実したサービスを提供するため、養父市だけで実施することが難しい施策、

広域的な対応が望ましい施策について近隣市町とともに取り組み、効果的な推進を図ります。 

 

２．人材の育成・確保                           

県や近隣市町、関係機関等との連携を通じて、市民の健康づくりや福祉に関わる各種資格

者等の計画的養成を図ります。 

とりわけ介護予防事業や介護保険事業に従事する保健師、看護師、管理栄養士、理学療法

士、作業療法士、介護福祉士及びケアマネジャー等の専門職を広域的な連携のもとに確保し、

資質の向上に努めていきます。また、分野・組織を超えた合同研修会・交流会の開催など、

専門従事者の連携の強化を図ります。 

 

３．事業の効率化と財源の確保                      

高齢者関係施策の円滑な推進に向け、効果的、効率的なサービス提供に努めるとともに、

適正な利用者負担の設定等に取り組みます。 

また、各種制度の充実のため財政的措置や制度の見直しが必要な事項については、国や県

に対して必要な対策を講じるよう要請します。 

 

４．計画の進行管理                            

介護保険事業、高齢者保健福祉施策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、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

Ｐｌａｎ

実行

Ｄｏ

評価

Ｃｈｅｃｋ

改善

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。


