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１ 計画策定の趣旨  

 

 香美町では２０２５年(令和７年)、７５歳以上の人口が３，８５５人に達し人口比

率も２６％になる見込みです。また、８５歳以上の人口は２０４０年（令和２２年）

までなだらかに増加する見込みです。認知症高齢者やひとり暮らし高齢者、高齢者の

みの世帯が増加している中で、生産年齢人口も減少し、支え手が減っています。今後、

いかに後期高齢者の人が要介護状態になることを抑えるか、対策が急務となっていま

す。 

そうした中で地域住民が高齢となっても住み慣れた地域で、それぞれの人が必要と

されながらお互いが助け合い支えあう協働・参画のまちづくりを推進していく必要が

あります。 

そのために介護予防施策や認知症施策の充実など必要な対策を執り、可能な限り住

み慣れた地域で自立し安心した生活が送れるよう、住民、事業者等、多様な主体や機

関が密接に連携し、「地域包括ケアシステム」の構築に向けて計画を推進します。 

第８期の本計画は第７期を引き継ぎ、香美町の状況を踏まえ、住み慣れた地域でお

互いが支え合うまちづくりを目指して高齢者福祉計画と介護保険事業計画を一体的

に策定します。 

 

 

２ 計画の位置付け 

 

（１）策定の法的根拠 

 

①  高齢者福祉計画 

「老人福祉法」第２０条の８の規定に基づき、高齢者のための福祉事業に関する総

合的指針を定めるものです。 

 

② 介護保険事業計画 

「介護保険法」第１１７条の規定に基づき、介護保険サービス等の見込み量を計画

的に進めるため必要となる事項を定めるもので、同条において「高齢者福祉計画」と

一体的に作成するものと定められています。 

 

第１章 基本的事項 
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（２）総合計画等との関係 

 

 本計画は、「香美町総合計画」を最上位計画とし、香美町地域福祉計画の理念のも

とに高齢者福祉及び介護保険事業を一体的に推進するための個別計画として位置付

けるものです。 

 また、町の他の保健福祉関係の計画と調和させるとともに、兵庫県の関連する計画

等と整合性をとりながら取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

 

 高齢者福祉計画は介護保険事業計画と一体的に策定することとなっており、「介護

保険法」第１１７条の規定に基づき、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画

期間とし、今回は第８期の計画となっています。 

 第８期計画には、第７期の実績を踏まえつつ、介護需要が増加すると見込まれる２

０２５年に加えて、２０４０年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推

計して記載することとし、香美町らしい地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の

展開を図ることとします。 
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 高齢者福祉計画 

第 8 期介護保険事業計画 

 2025 年      2040 年  

    高齢者福祉計画 

第 9 期介護保険事業計画 

      

       

 

高齢者福祉計画 

第 10 期介護保険事業計画 

   

          高齢者福祉計画 

第 14 期介護保険事業計画 

 

４ 計画の策定体制と進行管理 

 

本計画の策定にあたっては、保健・医療・福祉関係の各種団体及び被保険者の代表

を委員とする「香美町高齢者福祉計画策定委員会」（設置要綱・委員名簿・検討経過

は、第８章とおり）を設置し、計画の内容等について議論していただきました。 

また、本計画の基礎資料として活用するため、町内の高齢者の生活状況、社会参加、

健康等についての「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施したほか、パブリッ

クコメント等により、町民の要望・意見を反映して策定しました。 

 計画の策定後は、その実効性を確保するため、毎年度「香美町高齢者福祉計画策定

委員会」において、進捗状況の点検・評価を行い、その結果に基づいて必要な施策を

講じる等適切な進行管理に努めます。 

 

５ 日常生活圏域の設定 

 

 高齢者が住み慣れた地域で生活を続けることができるような基盤整備を進めてい

くため、町全域を単位として個々の施設を整備する「点の整備」ではなくて、身近な

日常生活圏域ごとに地域の特性や地域ケア体制を生かして整備する「面の整備」が求

められています。 

 香美町では、合併以前から旧町単位で一定の社会資源があり、行政全般の各種サー

ビスが実施されています。また旧町毎に地域住民と関係機関等が連携して地域ケア体

制が構築されていることから、第8期の介護保険事業計画においても、前期までの計

２０４０年（令和２２年）までの見通し 

見直し 

策 定 

委 

見直し 

策 定 

委 

団塊世代がすべて75歳以上 

見直し 

策 定 

委 

85歳以上人口比率15.8％ 
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画で定めた日常生活圏域を踏襲して、香住区、村岡区、小代区の３区に分けて圏域を

設定し、サービスがバランスよく提供できるよう計画を進めていきます。 

 

◇生活圏域ごとの概況  

項 目 
香美町 

 香住区 村岡区 小代区 

人 口 18,070人 11,217人 4,888人 1,965人 

高齢者人口 

(65歳以上) 
6,630人 3,686人 2,017人 927人 

高齢化率 36.7 % 32.9 % 41.3 % 47.2 % 

面 積 368.77k㎡ 136.95k㎡ 165.66k㎡ 66.16k㎡ 

                         （平成２７年国勢調査） 
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１ 人口構造 

【現 状】 

香美町 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

総人口       A (人) 23,271 21,439 19,696 18,070 

40歳以上人口 B (人) 14,132 13,726 13,164 12,615 

 比率 B／A   (％) 60.7 64.0 66.8 69.8 

65歳以上人口 C (人) 6,271 6,470 6,521 6,630 

 比率 C／A   (％) 26.9 30.2 33.1 36.7 

75歳以上人口 D (人) 2,780 3,316 3,693 3,805 

 比率 D／A   (％) 11.9 15.5 18.8 21.1 

85歳以上人口 D (人) 709 832 1,035 1,339 

 比率 D／A   (％) 3.0 3.8 5.3 7.4 
                                （国勢調査） 

【推 計】 

香美町 令和2年 令和7年 令和22年 

総人口       A (人) 16,412 14,803 10,423 

40歳以上人口 B (人) 11,844 10,981 7,179 

 比率 B／A   (％) 72.1 74.1 68.8 

65歳以上人口 C (人) 6,641 6,202 5,352 

 比率 C／A   (％) 40.4 41.8 51.3 

75歳以上人口 D (人) 3,793 3,855 3,595 

 比率 D／A   (％) 23.1 26.0 34.4 

85歳以上人口 D (人) 1,521 1,520 1,651 

 比率 D／A   (％) 9.3 10.3 15.8 
「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所） 
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香美町の総人口は、合併以前の旧３町から減少傾向にあり、合併初年度の平成１７

年から平成２７年の１０年間で３，３６９人減少しており、推計人口を見ても、令和

７年には合併時から６，６３６人減少する見込みとなり、令和２２年には１１，０１

６人減少する見込みになっています。これは、出生率の低下と若年層の流出が影響し

ているためと考えられます。 

 総人口が減少している一方で、総人口に対する高齢者人口の占める割合は増加して

おり、令和７年には、総人口に占める６５歳以上人口の割合は４１．８％となり、７

５歳以上は４人に１人の割合となる見込みです。 

 人口ピラミッドを見ても、高齢者を支える人口の割合が極端に減少する見込みで、

「自助」「互助」の果たす役割が大きくなるとともに、高齢者も支援の担い手として

地域で活躍することを意識した取組みが必要となってきます。 
 

２ 高齢者のいる世帯の状況 

 
 総人口の減少に伴い総世帯数も減少傾向にあり、令和２年には６，７２３世帯と、

平成１７年と比較して２３８世帯（３．４％）減少しています。 

総世帯数が減少している一方で、ひとり暮らし高齢者世帯数は増加しており、令和

２年には、総世帯数に占めるひとり暮らし高齢者世帯の割合は１７．３％と高い割合

を示しています。さらに高齢者のみ世帯は、総世帯数の３２．０％を占めています。 

※高齢者のみ世帯数にはひとり暮らし高齢者世帯数を含む（住民基本台帳２月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香美町 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

総世帯数        A(世帯) 6,961 6,903 6,766 6,723 

ひとり暮らし高齢者世帯数 B (世帯) 714 888 1,044 1,166 

 比率 B／A（％） 10.3 12.9 15.4 17.3 

高齢者のみ世帯数    C (世帯) 1,482 1,712 1,928 2,151 

 比率 C／A（％） 21.3 24.8 28.5 32.0 
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３ 医療状況 

（１） 患者数の多い疾病 

受診者は、年齢層が上がるほど高くなっています。患者数が多い疾病は、１位 

 高血圧症、２位 筋・骨格、３位 脂質異常症、４位 糖尿病、５位 精神の順に

多くなっています。上位については、全国、同規模（市町村）と比較して同じよう

な傾向ですが、高尿酸血症、動脈硬化症は多く、狭心症は少ない傾向にあります。 

  患者千人当たり生活習慣病患者数（国民健康保険 令和元年度累計）（単位：人） 
 

小数点第２位を四捨五入し小数点第１位を表わしています。     （ＫＤＢシステム） 

（２） 介護（支援）者有病状況 

  介護保険認定者は、心臓病、筋・骨格、精神疾患、脳疾患、糖尿病を有している

人が多い状況にあり、１号被保険者も２号被保険者も同様の傾向がみられました。 

  要介護（支援）者有病状況（令和元年度累計）  
                     各年齢区分の人数（単位：人）（重複あり） 

年齢 
２号被保険者 １号被保険者 

４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

認定者数 １６ ８９ １，２５６ 

有 

病 

状 

況 

心臓病     ４   ３６    ８３３ 

筋・骨格     ６   ２８    ７２２ 

精神疾患     ４   ２５    ５４４ 

脳疾患     ２   ２３    ３４４ 

糖尿病      ２ １４     ３２７ 

がん     １    ７    １４２ 

難病     １    ３     ３８ 

糖尿病合併症     ０    ３     ３５ 

その他     ５   ３８    ８１７ 

（ＫＤＢシステム） 

 生活習慣病   香美町    全国 同規模 

 高血圧症 ４３５．２ ３９９．２ ４５５．６ 

 筋・骨格 ４１８．５ ３８７．９ ４２６．３ 

 脂質異常症 ３６７．７ ３４８．８ ３７８．４ 

 糖尿病 ２３６．４ ２１７．９ ２４０．８ 

 精神 １５０．０ １６９．６ １７４．３ 

 がん １０４．１ １０２．５ １０４．４ 

 高尿酸血症   ９２．４    ７７．８   ８５．５ 

 動脈硬化症    ６１．３    ３７．１    ３３．７ 

 狭心症    ５１．３    ６４．０    ６８．８ 

 脂肪肝    ４８．９    ４６．７    ５０．９ 
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４ 介護保険認定申請における原因疾患割合 
 

介護保険認定者数は年齢とともに増加しています。健康増進事業や介護予防事業を

行っていくにあたり、何が原因で介護保険の申請に至っているのか、認定申請者のう

ち新規に申請を行った人を対象に、主治医意見書をもとに認定を受けられる原因の疾

患を調査しました。 

結果は、４０～６４歳の２号被保険者や６５～７４歳までの前期高齢者では脳血管

疾患と悪性新生物（がん）が原因で申請を受けている人が多く、生活習慣病の予防が

大切と考えられます。また７５歳以上の後期高齢者では認知症や高齢による衰弱、骨

折・転倒等、年齢とともに起こりうる疾患で認定を受けている人が多く、介護予防事

業の充実を図る必要性があると考えます。 

 

年齢層 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

40～64歳 

件数割合 

悪性新生物 

 

 3件 

37.5％ 

脳血管疾患 

 

2件 

25.0％ 

糖尿病 

 

1件 

12.5％ 

呼吸器疾患 

 

1件 

12.5％ 

その他 

 

1件 

12.5％ 

65～74歳 

件数割合 

脳血管疾患 

 

12件 

34.2％ 

悪性新生物 

 

6件 

17.1％ 

関節疾患 

 

4件 

11.4％ 

認知症 

 

3件 

8.6％ 

骨折・転倒 

 

3件 

8.6％ 

75歳以上 

件数割合 

認知症 

 

53件 

19.5％ 

高齢による衰弱 

 

40件 

14.7％ 

骨折・転倒 

 

35件 

12.9％ 

関節疾患 

 

30件 

11.0％ 

脳血管疾患 

 

26件 

9.6％ 

【介護保険認定申請（新規申請）・主治医意見書より（令和元年度認定者）】 
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１ 基本理念（ビジョン） 

 

 平成２８年３月に策定した第２次香美町総合計画においては、人と人との絆、お互

いに助け合うことの大切さはかけがえのないものであるとの認識のもと、あらゆる分

野の施策を有機的に連携させ、町民一人ひとりが健康で、そして地域でいきいきと暮

らせる健康長寿のまちを実現するために、「みんなが安心して暮らせる健康長寿のま

ち」を同計画基本構想における基本方針としています。 

 また、平成２９年度に策定した第３期香美町地域福祉計画（計画期間：平成３０～

３４年度）においても、総合計画の基本方針を受けて「認め合い支え合うまち」を基

本理念に、各種福祉関連計画との連携・協調を図りながら各分野の施策方針を定めて

います。 

 このような中、第８期を迎えた本計画（計画期間：令和３年度～５年度）において

は、総合計画が示す基本方針、さらに各種福祉関連計画との連携を図りながら高齢者

福祉の充実を目指すこととし、「すべての高齢者の自分らしい暮らしをみんなで支え

合うまちづくり」という基本理念のもと、行政、関係機関、事業者だけでなく、住民

団体、ボランティア、町民の皆さんなど、あらゆる組織・団体が主体的に高齢者福祉

に力を結集していくこととします。 

 

 基 本 理 念  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すべての高齢者の自分らしい暮らしを 

みんなで支え合うまちづくり 

第３章 基本目標 
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２ 基本目標 

 

  基本理念(ビジョン)を踏まえ、これを実現するための基本目標として、総合計画

に基づき４つの施策を設定します。 

 

【基本目標 １】 地域包括支援体制の充実 
    

基本理念を推進するために、地域共生社会の実現が必要になります。そのために

地域の繋がりや支え合いを土台としながら、町民をはじめ、自治会、老人クラブ、

サービス提供事業所、社会福祉団体、医療機関、行政等がお互いに連携し、協働す

ることが不可欠です。 

地域福祉を推進するためにそれぞれの主体の役割と連携について相互確認し、支

え手と受け手という関係でなく、住民一人ひとりが地域をともに創っていく理念を

持ち、高齢者とともに地域での見守り活動、さらには避難行動要支援者の支援等に

取り組んでいきます。また複合的な問題を抱えた方々を包括する生活支援体制の整

備についても継続して取り組みます。 

行政では在宅生活を支えるための医療・介護の連携推進、地域ケア会議の充実、

様々な困りごとを総合的に支援し、各サービスの調整を行う、地域包括ケアシステ

ムを構築する中核拠点である地域包括支援センターの機能強化を図るとともに、意

思決定支援、成年後見利用支援、家族支援や虐待防止等の施策を進めていきます。 

また、万が一の災害や感染症に備え、体制整備に努めるとともにボランティアポ

イントの活用も検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～キーワード（用語解説）～ 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸

ごと」が繋がることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社

会 
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【基本目標 ２】 介護予防の推進 

 

 高齢者が要介護状態になることを予防するため、壮年期からの生活習慣病予防、

フレイル予防、運動・栄養改善・口腔機能向上、社会参加等の観点から高齢者の保

健事業と介護予防の一体的な推進をしていきます。さらに各教室の参加率向上の取

組みとともに、疾病予防と早期発見、早期治療のための健康診査の受診率向上、認

知症予防の取組みをしていきます。 

また、町民みんなで健康長寿の取組みを進めていくため、通いの場となる元気体

操サークルを拡大させる取組みを強化していきます。 

さらに、２０２５年には認知症高齢者の割合が５人に１人となると予測される中、

「共生」と「予防」（「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩や

かにする」意味）を車の両輪とした認知症施策を推進することが求められています。

そのために予防段階から認知症ケアパスの普及を図り、地域ぐるみで支えあう認知

症サポーターの養成とその活動支援、チームオレンジの設置、家族支援、初期集中

支援、早期診断等の取組みも強化していきます。 

加えて、生活支援サービスとしての買い物や通院に必要な新たな移動手段の確保、

栄養バランスと併せ個々のニーズを考慮した配食サービス体制の再構築、見守りや

社会参加に繋がるサロン活動の充実に向けた検討と取組みを進めます。 

 

 

 

 

 

～キーワード（用語解説）～ 

地域ケア会議 

地域ケア会議は、地域包括支援センターまたは市町村が主催し、設置・運営する行政職

員をはじめ、地域の関係者から構成される会議。 

個別ケースの支援内容の検討による個別の課題解決を行うことに加え、その積み重ねに

より把握した地域課題や支援に関する成功要因等をもとに、地域に不足する社会資源の開

発、課題解決のために必要な人材の育成、新たな仕組みづくり等を行うことを目的とする

会議。 
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【基本目標 ３】 生きがいづくりと社会参加の推進 
 

 高齢者にとって健康維持とともに大切なことは生きがいづくりと社会参加です。

老人クラブにおける社会奉仕活動や地域の見守り活動への支援を継続するととも

に、さまざまな分野でこれまで蓄積した技能や知識を生かし、地域に貢献する高齢

者意識の醸成を進め、生きがいや仲間づくり、世代間交流を図る取組みを進めます。 

さらに、シルバー人材センターへの加入促進とともに、労働人口の減少に伴う起

業支援を含めた多様な就労機会の提供が求められます。特に高齢者や生活弱者の生

活支援分野における新たなサービス提供者として、活躍の場を創出する取組みも進

めていきます。 

また、高齢者大学や公民館講座等、様々な生涯学習の機会を提供することで地域

と関わる機会を創出し、自主的なサークル活動やその運営に繋げ、高齢者が積極的

に社会参加できるまちづくりを進めます。 

～キーワード（用語解説）～ 

チームオレンジ 

地域で暮らす認知症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターを結びつ

けるための取組み。近隣の認知症サポーターがチームを組み、認知症の家族に対する生活

面の早期からの支援等を行います。認知症の人もメンバーとして参加します。 

 

 

 

 

 

 

～キーワード（用語解説）～ 

認知症ケアパス 

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暮らし続けるこ

とができる社会の実現を目指し、「認知症の人の進行状態に応じた適切なサービス提供（医

療・介護サービス等）」をいつ、どこで、どのように受ければよいのかを体系的に紹介し

たもの。 

 

 

～キーワード（用語解説）～ 

フレイル予防 

 フレイルとは、日本語で「虚弱」「脆弱」等と訳され、「加齢とともに心身の活力が低

下し、複数の慢性疾患等の影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状

態だが、適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像。体重減少や筋力

低下等の身体的変化だけでなく。気力低下といった精神的な変化も含む。 
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【基本目標 ４】 介護サービスの充実 

 

 介護保険制度に基づくフォーマルサービスとともにインフォーマルサービス 

を含めた幅広く生活を支える介護サービスの充実が求められます。 

 また、介護保険の基本理念に基づき、高齢者の自己決定や「自分らしさ」を尊重

しつつ、自立支援と重度化防止の考え方を徹底するとともに、必要なときに必要

なサービスを受けることができるよう、サービスの質や量の確保を進めることが

必要です。 

 このため、従来からの介護保険事業者、総合事業の担い手によるサービス基盤の

安定運営への支援を中心に、共生型サービスの導入や新たな介護サービス基盤の整

備を検討していきます。特に介護サービス基盤の安定的運営のためには、全国的に

不足が顕著となっている介護サービスを担う人材の確保と養成が大きな課題であ

り、介護職員確保、養成のための様々な対策を進めるとともに、介護職員等の業務

負担を軽減し介護サービスの質を担保するため、介護業務の効率化を支援していき

ます。また、介護事業所での雇用や高齢者の生活を支えるサービス提供において、

障害者や引きこもり者、社会参加を希望する高齢者等地域の潜在的労働力を積極的

に活用していくことも検討していきます。 

 さらに、介護保険制度の適切な利用とともに、制度に基づく介護保険料や利用者

負担軽減の適切な運用、介護給付の適正化等、介護保険制度の円滑な推進を図りま

す。 

加えて、安心して生活できる住環境を確保するため、住み慣れた家で住み続ける

ための住宅改修費用の助成や高齢者向け住宅、冬季住宅等についての検討も行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

～キーワード（用語解説）～ 

フォーマルサービス・インフォーマルサービス 

フォーマルサービスとは、医療保険制度や介護保険制度等の法律・制度に基づいて行

われる公的なサービスの事を指します。例えば、訪問介護（ホームヘルパー）や訪問看

護・デイサービス・デイケア等がフォーマルサービスに当たります。 

インフォーマルサービスとは、介護保険等の制度を使わないサービスを指します。 

NPO法人やボランティアグループが行うサービス（有料・無料に関わらない）だけでな

く、家族・親戚・近所の人の力も、インフォーマルサービスに含まれます。 

 

 

NPO法人やボランティアグループが行うサービス（有料・無料に関わらない）だけでなく、家族・親
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３ 重点目標と基本目標 

 

重 点 目 標 

１ 認知症施策の総合的な推進 

２ 専門職を含む介護人材の確保 

３ 地域共生社会の実現 

 

す
べ
て
の
高
齢
者
の
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
み
ん
な
で
支
え
合
う
ま
ち
づ
く
り 

 基本目標 計 画 施 策 

【１】 

地域包括支援体制の

充実 

(1) 地域全体で高齢者を見守り支える仕組みづくり 

(2) 包括的支援事業の推進強化 

【２】 

介護予防の推進 

(1) 健康増進事業の推進 

(2) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

(3) 認知症高齢者を地域で支援する各種事業 

(4) 介護予防・重度化防止事業の推進強化 

(5) 高齢者生活支援サービスの充実 

 【３】 

生きがいづくりと 

社会参加の推進 

(1) 高齢者の生きがいづくり・社会参加対策の推進 

【４】 

介護サービスの充実 

(1) 要介護認定の状況 

(2) 第７期計画との比較及び在宅介護実態調査の概要 

(3) 各種介護保険サービスの充実 

(4) 適正な介護保険料と利用者負担 

(5) 介護保険制度の円滑な推進 
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４ 成果指標 

 

数値目標 基準値 ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査の結果より「健康状態」が「とて

もよい」と回答した人、「まあよい」

と回答した人の割合を維持する。 

71.8％ 71.8％ 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査の結果より「幸福度」の平均点の

増を目指す。 

6.9点 8.0点 
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１ 地域全体で高齢者を見守り支える仕組みづくり 

 

地域包括ケアシステム 

 

 
 

地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・

生活支援を一体的に提供する体制です。 

 

香美町として、高齢者ができる限り、希望に沿った日常生活・社会生活をおくるこ

とができるよう、元気なときも病気や要介護になったときも、住み慣れた地域で自分

らしい暮らしが継続できるよう保健・医療・福祉の多職種が互いに連携して、日常的

な支え合い活動とも協働しながら、サービス、ケア、支援を進めていく必要がありま

す。 

 さらに、高齢者だけでなく、障害者、児童、生活困窮者等を含む地域住民の複雑化・

複合化したニーズに対応するための体制づくりをしていく必要があります。 

 

 

第４章 地域包括支援体制の充実 
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（１）地域福祉を推進する各主体の役割 

 

福祉サービスのニーズが増大、多様化するなかで、高齢者福祉施策及び介護保険施

策を推進していくためには、関係機関の役割を明確にして相互がスムーズに機能する

よう、ネットワークの連携強化が重要になってきます。 

香美町をはじめとする各主体が担う主な役割は、以下のとおりとします。 

 

① 町民 

すべての高齢者が住み慣れた地域において、健やかに、生きがいをもって、安心し

て暮らすことができるよう、町民それぞれが健康づくりや介護予防に取り組み、介護

保険制度の仕組みを理解するとともに、支援が必要な人のためにともに支え合えるよ

う自主的な役割を担います。 

 

② 自治会 

 「住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けたい」という願いを実現するため、地域

住民の一番身近で、地域力を高める組織として自治会があります。 

地域住民の支えあい活動を主体的に推進するために、民生委員・児童委員や福祉委

員等の地域における身近な相談相手をはじめ、各種団体や事業者及び香美町社会福祉

協議会、行政等、関係する全ての機関と連携した取組みが求められています。 

 

③ 老人クラブ 

  町内の老人クラブは、集落を基盤とした高齢者等で構成する自主的な団体で、自ら

の生きがいを高め健康づくりをすすめる活動とボランティア活動をはじめとした地域

を豊かにする社会活動に取り組んでいます。 

 香美町老人クラブ連合会は、地域の老人クラブ及び兵庫県老人クラブ連合会と連携

を図りながら交流の輪を広げ、高齢者の幅広い社会生活の促進のための事業を行って

います。地域社会における高齢者のいきいきとした活動の場として、老人クラブ等の

役割は大きなものがあるため、加入率の低い６０歳代の老人クラブへの加入促進が求

められています。 

 

④ 民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員は、高齢者、障害者、児童、ひとり親世帯等広く地域住民の身

近な相談相手として、また、定期的な見守りが必要な高齢者等を訪問するなど地域の

福祉活動を担いつつ、香美町や香美町社会福祉協議会とのパイプ役として活動してい

ます。 

引き続き、関係機関と連携しながら地域住民の見守り活動等を担います。 

 

⑤  その他地域で活躍するグループ 

  地域社会の担い手として、愛育班、いずみ会等の地域組織、公益社団法人シルバー

人材センター等、多様な主体がそれぞれの特徴を活かした活動を行っています。地域

で活動を展開する諸団体は、健康づくり、ネットワークづくり、仲間づくり、支え合
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い・支援活動等の活動の推進が、「地域の力」を高めることに繋がり、豊かな地域社

会の形成や地域ケアの実現に資することになります。 

各主体と連携しつつ、個々の活動を推進し、地域社会の担い手としての役割を担い

ます。 

 

⑥ サービス提供事業者 

介護サービスの指定事業者は、高齢者支援の専門機関として、適正なケアプランに

基づいた質の高いサービスを提供するとともに、利用者が適切なサービスを受けるこ

とにより、自立した生活を送ることができるよう支援する役割を担います。 

また、要援護高齢者のサービス提供の立場から、災害発生時においても、サービス

提供について行政等と連携した計画策定が求められています。 

 

～キーワード（用語解説）～ 

ケアプラン（介護サービス計画書） 

支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に利用できるよ 

うに、本人や家族の心身の状況や生活の環境等に配慮し、利用する介護サービスの種類や 

内容を定めた「介護サービスの利用計画」のこと。 

 

⑦ 香美町社会福祉協議会 

香美町社会福祉協議会は、地域福祉計画の根拠法である社会福祉法において地域福

祉の推進を図る中核として位置づけられ、地域福祉を推進していくことを使命とし、

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進するための組織です。 

そのため、行政と協働して本計画の推進役を担うとともに、その推進において地域

住民やボランティアグループをはじめとする各種団体、各関係機関との調整役として、

大きな役割を担うことが期待されています。 

 

⑧ 香美町 

香美町は、兵庫県とも連携し高齢者福祉施策及び介護保険施策を立案、推進して、

高齢者の福祉サービスや生きがい、介護予防の支援を行うほか、保険者として、介護

保険事業の適正な運営、ニーズに応じた介護サービスに関する情報提供等に努める必

要があります。 

また、公的福祉サービスの充実に加え、人々が互いに助け合い、支え合う「地域の

福祉力」を高めていくため、関係機関や団体グループ等の自主的な取組みを様々なか

たちで後方支援していきます。 
 

（２）高齢者等見守りネットワーク  

 

平成２３年１１月に「香美町高齢者等見守りネットワーク」が発足し、地域住民、

https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%81%E6%94%AF%E6%8F%B4
https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7
https://www.weblio.jp/content/%E8%AA%8D%E5%AE%9A
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%AC%E4%BA%BA
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%B6%E6%97%8F
https://www.weblio.jp/content/%E5%B8%8C%E6%9C%9B
https://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%87%E3%81%AB
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%A9%E7%94%A8
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%AC%E4%BA%BA
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%B6%E6%97%8F
https://www.weblio.jp/content/%E5%BF%83%E8%BA%AB
https://www.weblio.jp/content/%E7%8A%B6%E6%B3%81
https://www.weblio.jp/content/%E7%92%B0%E5%A2%83
https://www.weblio.jp/content/%E9%85%8D%E6%85%AE
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%A9%E7%94%A8
https://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.weblio.jp/content/%E7%A8%AE%E9%A1%9E
https://www.weblio.jp/content/%E5%86%85%E5%AE%B9
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9A%E3%82%81
https://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%A9%E7%94%A8
https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%88%E7%94%BB
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事業所と行政など関係機関が協力し、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者等へのさり

げない見守りを行い、救急時に必要な情報を提供することにより、安心した暮らしが

送れることを目的に地域で高齢者を見守る体制を構築しています。 

また、「にこにこかえるネットワーク」（香美町認知症高齢者ＳＯＳネットワーク）

に登録された方の平常時の見守りや行方不明時の発見協力を依頼しています。 

 

◇現状と取組み方針 

通報内容は認知症関連による通報（相談）が最も多く、地域住民に認知症の理解を

深め、見守りと支援協力を求める働きかけを引き続き行っていきます。 
 

【実績】 

 

 
 

 ◇課題と取組み方針 

通報件数は、平成２７年度の７７件をピークに減少しており、近年は約５０～６０

≪香美町高齢者等見守りネットワークのイメージ図≫

直接家庭を訪問して見守る

　　　　　高齢者本人

　　異変があれば・通報 原則訪問して、状況確認する

　地域で高齢者を見守る基本はあいさつ！

　　～日頃から『おはようございます』　『こんにちは』　『お元気ですか』　と声をかけあいましょう～

 　(愛称：にこにこ香美ネット)

家族 親戚
近隣住民

友人

自治会

民生委員

福祉委員

ボランティア

介護支援

専門員

老人クラブ

介護サービス

事業者

高齢者見守りネットワーク

地域包括支援センター

関係団体との連携
・社会福祉協議会

・自治会連合会
・民生委員協議会

・町老連

・消防署
・警察署

・商工会
・介護者の会 など

業務の中からの見守る
（配達中に異変に気づく）

（例）・配食サービス

・郵便配達 ・新聞配達など

参加者の状況を見守る
・いきいきサロン

・介護予防教室

福祉サービスで見守る
・緊急通報システム

・高齢者日常生活用具給付

家族 親戚
近隣住民

友人

自治会

民生委員

福祉委員

ボランティア

介護支援

専門員

老人クラブ

介護サービス

事業者

高齢者等見守りネットワーク

地域包括支援センター

関係団体との連携
・社会福祉協議会

・自治会連合会
・民生委員協議会

・町老連

・消防署
・警察署

・病院・医院
・郡歯科医師会

・愛育連合会

・郵便局
・新聞店

・配食店

・牛乳販売店

・JAたじま

・デイサービス・グループ

ホーム など

業務の中からの見守る
（配達中に異変に気づく）

（例）・新聞配達・郵便配達

配食サービス・牛乳配達など

参加者の状況を見守る
・いきいきサロン

・介護予防教室

福祉サービスで見守る
・緊急通報システム

・高齢者日常生活用具給付

内  容 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 

協定事業所・団体数   53    53    53  

通報件数   40件   57件   60件 

救急医療情報キット活用件数 

(美方広域消防救急出動時に活用) 
 9件 9 件  10件 
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件です。これはこれまでの通報対象者への対処が一通りできてきたためだと思われま

す。 

通報対象世帯は、高齢者のみの世帯（ひとり暮らし高齢者を含む）が約６割で、う

ちひとり暮らし高齢者率が約４割を占めており、今後は高齢者のみ世帯が増えること

が予想されます。通報内容は、認知症関連が６割と約半数を占めており、これは高齢

要援護者の生活に支障となっている大きな原因でもあります。次いで多い通報内容は、

安否・所在確認となっており、「にこにこかえるネットワーク」（香美町認知症高齢者

ＳＯＳネットワーク）との連動や高齢要援護者、またその介護者のケアの重要性が増

しています。 

そのような中、ひとり暮らし高齢者等における救急隊出動時に迅速な救命活動が行

えるよう、冷蔵庫に保管する救急医療情報キット（緊急連絡先、持病・薬剤情報提供

書等）の普及啓発を適宜行っています。 

今後も、高齢要援護者や高齢者のみ世帯への見守りをさらに推進し、継続できる仕

組みになるよう協定事業所向けに研修会等の開催に努めます。特に、認知症関連によ

る通報（相談）が最も多くなっているため、地域住民に認知症の理解を深め、見守り

と支援協力を求める働きかけを行い地域で高齢者を見守る体制づくりに取り組みま

す。また概ね近隣の事業所等には協定いただいていますが、新たな見守りの輪を広げ

るべく協定事業所を増やす働きかけも引き続き行っていきます。 

 

【目標】 

 

（３）避難行動要支援者への支援 

 

平成２０年度から香美町社会福祉協議会、香美町が協力し、自治会における災害時

の備え、平常時の見守り活動に役立てるように、ささえあい要援護者登録を進めてお

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

協定事業所・団体数   54    55    56  
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り令和元年度からは、香美町がこれを引き継ぐ形で避難行動要支援者名簿として自治

会等へ情報提供を行っています。いつ起こるかわからない災害に備え、毎年、避難行

動要支援者名簿の更新と要支援者の円滑な避難のため、地域支援者を増やす取組みを

進めています。 

平成２９年３月に災害時に一般避難所では避難生活が困難な要援護者支援のため

の「福祉避難所開設・運営マニュアル」を作成し、特別養護老人ホーム等７事業者（１

０施設）と「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結し、災害時

に備えています。 

 

【実績】 

内容／年度 
令和 

元年度 

 
令和 

２年度 

（見込み） 

Ａランク 

（避難に 3

～4 人の手

助けが必要） 

Ｂランク

（避難に 1

～2 人の手

助けが必要） 

Ｃランク

（避難に声

かけが必要） 

要支援者数 1,506人 135人 620人 751人 1,570人 

 

香住区 833人 88人 361人 384人 860人 

村岡区 496人 35人 193人 268人 520人 

小代区 177人 12人 66人 99人 190人 

 

災害時福祉避難所となる施設 

（令和２年９月現在） 
福祉避難所としての協定内容 

＜香住区＞ 

・公立香住病院老人保健施設「ゆうすげ」 

・(社福)香寿会 特別養護老人ホーム「し

いの木荘」 

・香美町香住地域福祉センター 

・(株)カマダグループ「デイサービス知

恵の輪」 

＜村岡区＞ 

・(社福)みかたこぶしの里 特別養護老

人ホーム「むらおかこぶし園」 

・香美町村岡老人福祉センター 

・鉢伏開発観光(株)「リゾートヴィラハ

チ北」 

・(社福)みかたこぶしの里 「グループ

ホームむらおかの空」「デイサービスい

そうの花」 

＜小代区＞ 

・(社福)みかたこぶしの里  特別養護老

人ホーム「こぶし園」 

受入れ対象者 
避難生活に特別な配慮を要する

要援護者及びその介助者 

受入れの要請 
町が受け入れを要請し、施設側は

できる限り受入れに協力する。 

受入れ期間 
原則 7 日以内、協議により延長

可。 

物資・人員 

 

物資・・・主として町と介助者が、

従として施設側も調達。 

人員・・・主として施設側が、従

として町も確保。 

受入れ内容 

 

食事提供、体調管理、相談等日常

生活上の支援。 
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◇課題と取組み方針 

手あげ方式による対象者の選定であるため、自治会により登録状況に差があり、対

象者となりうる人の中に未登録者がある状況です。 

そこで、従来の手あげ方式に加え、香美町が主体となり対象者を選定し、情報提供

に係る同意を得ることで、対象となりうる未登録者の減少を図っていきます。 

また、香美町が避難行動要支援者名簿を自治会に情報提供することにより、自治会

による個別支援計画の策定を促進し、防災訓練等への活用を促していきます。 

「福祉避難所開設・運営マニュアル」に則り香美町、香美町社会福祉協議会、関係

事業所及び自治会が協力し、福祉避難所の開設訓練を実施します。 

 

【目標】 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

避難行動要支援者名簿登録者数 1,600人 1,635人 1,665人 

 香住区 870人 885人 900人 

村岡区 530人 540人 550人 

小代区 200人 210人 215人 

 

 

（４）緊急通報システム事業 
 

 ひとり暮らし高齢者等の急病等の緊急時に迅速かつ適切に対応を図るため、高齢者

宅にボタンひとつで通報センターに通報が行える緊急通報装置を設置（貸与）します。 

・対象者：概ね６５歳以上のひとり暮らし、高齢者世帯、重度身体障害者世帯等 

・利用料：無料 

 

【実績】 

＜年度末設置台数＞ 

区分／年 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 

香美町 292台 285台 290台 

 香住区 151台 146台 150台 

村岡区 52台 52台 55台 

小代区 89台 87台 85台 

 

 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

福祉避難所 

協定事業所数（施設数） 

 ８事業所 

１１施設 

 ９事業所 

１２施設  

 １０事業所 

１３施設 
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◇現状と取組み方針 

これまで美方広域消防本部において対応していた受信センターを令和２年度から

民間委託に移行しました。これにより緊急時対応だけでなく、「相談対応」、「お伺い

電話」の機能を付加することができました。今後も設置件数の増加だけでなく利用者

への対応向上を図っていきます。 

 

【見込み】 

区分／年 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

香美町 290台 295台 300台 

 150台 150台 152台 155台 

55台 55台 57台 58台 

85台 85台 86台 87台 

 

（５）災害や感染症対策にかかる体制整備 
 

自然災害時や新型コロナウイルス等感染症の発生時についての体制整備を進めな

ければなりません。 
 

① 災害に対する備え 

各介護事業所等で策定している災害に関する具体的計画を定期的に確認し、災害の

種類別に避難に要する時間や避難経路の確認を行っていきます。 

福祉避難所を設置する際には、要援護者の数に対して、適切な設置数を確保し、防

災安全課と連携して適切な運営に努めます。 
 

② 感染症に対する備え 

介護事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備えが講じられ

ているかを定期的に確認していきます。 

また介護事業所等の職員に対しての感染症に関する研修の充実に努めます。 
 

（６）ボランティア組織の育成等の取り組み 
 

町民自らが主体的に介護予防に取り組めるように、ボランティア組織の育成やポ

イント制度等の活用について、高齢者同士の支え合いや生きがい創出に繋がるよう、

関係部署や団体等と連携しながら検討していきます。 

２ 包括的支援事業の推進強化 

 今期の高齢者福祉計画は、地域共生社会の実現のため社会福祉法等が改正されたこ

とを踏まえ、包括的な支援体制の構築等、社会基盤の整備と合わせて地域包括ケアシ

ステムの推進や地域づくり等に一体的に取組むことが求められています。 

自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組み、医療・介護の連携、
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地域共生社会の実現に向けた取組み及び介護保険法、医療法、社会福祉法、障害者総

合支援法、児童福祉法等の制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」とい

う関係を越えた連携推進が求められています。また、町民と協働して「我が事、丸ご

と」の地域づくり・包括的な支援体制の整備を行っていく必要があります。 
 

（１）地域包括支援センターの体制強化 

 

包括的支援事業は、総合相談支援事業、介護予防ケアマネジメント事業、権利擁護

事業と包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、生活支援体制整備事業、在宅医療・

介護連携推進事業、認知症施策推進事業の７事業あり、地域包括支援センターが担っ

ています。 

さらに「地域ケア会議」を充実させ、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進を

図っていく必要があります。 

今後地域包括支援センターが担う役割は、質・量とも益々増えることが見込まれる

ことから、地域包括支援センターの機能強化を図る必要があります。 
 

◇現状と取組み方針 

現在、香美町は、高齢者の人口規模を踏まえ、配置が義務付けられた３職種（保健

師、社会福祉士、主任介護支援専門員）に加え、介護支援専門員や事務職員を配置し、

専門性を活かしながら事業推進に向け体制強化を図っています。 

しかし地域包括支援センターの担う役割は、質・量ともに増えていますが、配置人

員は減少しているので、今後、地域包括支援センターの設置形態の変更（サブセンタ

ーやブランチの設置）や人員配置を増やすなど、状況等を見定めながら一層の体制強

化を図っていきます。 
 

地域包括支援センターの体制 

職員数 

人数／年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

配置人員 11人 10.9人 9.9人 

※認知症地域支援推進員、生活支援コーディネーターを含む。 
 

（２）総合相談支援事業 
 

総合相談は、生活圏域ごとにワンストップサービスで対応できるよう体制をとり

ながら、窓口に来所できない要援護者、独居者や高齢者のみ世帯の人を戸別に訪問

し、実態把握を行うとともに、個々の状況に応じた適切なサービス提供に向け関係

機関との連携しながら、幅広く多様な相談に対応できるよう努めています。 
 

【実績】 

内容／年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

相談件数 4,554件 4,316件 4,400件 

訪問件数 2,012件 2,157件 2,200件 
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◇現状と取組み方針 

 高齢者実態把握等、高齢者のみ世帯を中心とした見守り訪問は、第７期計画で見 

込んだ計画値を下回りました。介護予防サービス関連の相談が増えたことにより、

限られた人的配置の中で、地域の実態把握も含めた見守り訪問に係る割合が減少

したことによるものです。 

 障害者福祉サービスから介護保険サービスに移行をしたり、両方のサービスを併

用する高齢者も増え、複合的な相談対応が増加することが見込まれることから、制

度を越えた関係機関との連携を一層推進します。 

  

【見込み】 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談件数 4,450件 4,500件 4,550件 

訪問件数 2,250件 2,300件 2,350件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）権利擁護事業 
 

権利擁護事業は、消費者相談、高齢者虐待や成年後見制度に係る相談への対応

を行っています。虐待の早期発見、相談・支援体制の充実、相談通報窓口の周知

を行い、通報を受けた虐待相談への迅速かつ適切な対応を行い、関係機関との連

携協力体制の構築等を推進しています。 

認知症高齢者等が、成年後見制度を利用する際の相談支援や、審判の申立てを

行う人がいない場合は成年後見制度利用支援事業での利用を支援しています。 
 

【実績】 

内容／年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

相談延件数 48件 43件 70件 

 

◇現状と取組み方針 

 香美町では、福祉課の窓口に障害者及び高齢者の権利擁護に係る窓口を設け、相

談に対応しています。認知症高齢者の増加に伴い、消費者相談、高齢者虐待や成年

後見制度の相談等、権利擁護関連の相談は増加傾向にあります。 

精神科医をはじめ弁護士・司法書士等、法曹界の専門職、消費生活相談窓口との

連携を一層強化しながら、虐待対応、成年後見制度の普及啓発等の取り組み推進な

～キーワード（用語解説）～ 

ワンストップサービス 

 

ワンストップサービスとは、ある分野に関連するあらゆるサービスを、そこに１度立ち

寄るだけですべて行えるようにするサービス形態のこと。特に、行政サービスの一環とし

て省庁や地方自治体が実施するサービスを指すことが多く、いわばタライ回しになりがち

な行政手続きを、一本化する試みを指す。 

 

 

 

 

 

 

https://www.weblio.jp/content/%E5%88%86%E9%87%8E
https://www.weblio.jp/content/%E9%96%A2%E9%80%A3
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.weblio.jp/content/1%E5%BA%A6
https://www.weblio.jp/content/%E7%AB%8B%E3%81%A1%E5%AF%84%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/%E7%AB%8B%E3%81%A1%E5%AF%84%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.weblio.jp/content/%E5%BD%A2%E6%85%8B
https://www.weblio.jp/content/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E7%92%B0%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E7%92%B0%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6
https://www.weblio.jp/content/%E7%9C%81%E5%BA%81
https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9F%E6%96%BD
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%82%A4%E5%9B%9E%E3%81%97
https://www.weblio.jp/content/%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E6%9C%AC%E5%8C%96
https://www.weblio.jp/content/%E8%A9%A6%E3%81%BF
https://www.weblio.jp/content/%E6%8C%87%E3%81%97
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ど、高齢者の人権を擁護するための施策の推進に努めます。 

 

【見込み】 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談延件数 50件 60件 70件 
 

（４）介護予防ケアマネジメント事業 
 

地域包括支援センターが、要支援認定者、総合事業対象者等を対象としてアセス

メントを行い、置かれた環境や対象者自らの選択に基づくサービスが包括的かつ効

率的に実施されるよう介護予防ケアマネジメントを行っています。 

利用者本人・家族の意向を的確に把握し、専門的な視点からサービスを検討し、

自立支援や介護予防につながるようにケアプランを作成します。 
 

【実績】 

内容／年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

総合事業分 1,354件 1,290件 1,224件 

介護予防給付分 2,585件 2,626件 2,628件 

計 3,939件 3,916件 3,852件 

 

◇現状と取組み方針 

  介護予防プランの作成件数は、少しずつではありますが減少しています。介護

予防を推進するためには、適正なアセスメントとそれに基づくケアマネジメント

が重要です。高齢者が有する能力を最大限に発揮した計画を立案できるよう、高

齢者の自立支援を重視した研修、ケース検討会を開催するなどして、一層のスキ

ルアップを図ります。 

また、従来型サービスから、基準緩和型サービスへの転換が進まない状況があ

ります。基準緩和型サービスの内容やサービス提供事業所等について検証すると

ともに、地域ニーズを勘案しつつ、基準緩和型サービスが効果的に活用できる体

制について協議します。 

 

【見込み】 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

総合事業分  1,296件 1,296件 1,296件 

介護予防給付分 2,796件 2,820件 2,844件 

計 4,092件 4,116件 4,140件 
 

（５）ケアマネジメント事業（包括的・継続的ケアマネジメント事業） 
 

  地域包括支援センターでは、包括的・継続的ケアマネジメント事業として、①関

係機関との連携体制構築支援、②介護支援専門員同士のネットワーク構築支援、③

介護支援専門員の実践力向上支援を行っています。 
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  関係機関との連携体制構築支援では、連携に係る介護支援専門員のニーズ把握、

情報提供、意見交換等の場を設定するとともに、情報共有のためのルールづくり等

を行います。実践力向上支援では、実践力に係る介護支援専門員のニーズ把握をし

たうえで、行政や介護支援専門員の職能団体等と共同しながら必要な研修、事例検

討会、ケアプランの振り返り等の機会を企画開催します。 
 

【実績】 

内容／年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

ケアマネ連絡会

の開催 
11回 10回 10回 

主任ケアマネ連

絡会の開催 
11回 11回 11回 

 

◇現状と取組み方針 

地域包括支援センターの主任介護支援専門員は、「ケアマネ連絡会」を定期開催

して介護支援専門員同士のネットワーク構築を推進するとともに、管内の主任介護

支援専門員とともに「主任ケアマネ連絡会」を開催しています。 

生活困窮や権利擁護等、介護支援専門員が日々対応に苦慮する困難事例への助言

や事例検討、司法書士や相談支援専門員といった他職種との連携や合同研修等、介

護支援専門員の実践力向上支援等に繋げるための協議を行っています。引き続き、

主任介護支援専門員との連携のもと介護支援専門員に効果的な支援に努めます。 
 

【見込み】 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ケアマネ連絡会 12回 12回 12回 

主任ケアマネ連

絡会 
12回 12回 12回 

 

（６）在宅医療・介護連携の推進 
   

  医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを継続できるよう、地域における医療・介護の多職種が互いに連携して、日常

的な支え合い活動とも協働しながら医療や介護を一体的に提供できる体制を構築

するため、国が定める８項目に取り組んでいます。 
 

 【実績】 

内容／年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

町内の連携事業 21回 20回 22回 

郡内の連携事業 7回 10回 6回 

但馬圏域連携事業 2回 3回 1回 

 

 



- 28 - 

 

◇現状と取組み方針 

 地域包括支援センターが、在宅医療・介護連携に関する主な相談窓口を担い、関

係機関や関係部署との連携の取組みを支援しています。 

 平成２７年度から美方郡在宅医療・介護連携推進事業を展開しています。事業は、 

「住民が、自分の望む暮らしや最期を迎える場の選択ができ、それを実現させるサ 

ポート体制をつくる」という取組み方針のもと、香美町の保健師等が郡医師会、歯

科医師会、薬剤師会、公立病院、主任介護支援専門員代表及び新温泉町と協働し、

研修会やフォーラム等を実施しています。 

香美町内にある２つの公立病院は、地域包括ケア病床を導入し、地域連携担当者

が窓口となり、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制に努めています。 

また、連携会議に参加することで介護関係者との情報共有を図り、連携に係る課

題抽出・対応策の協議にも関わることで体制の構築に寄与しています。 

さらに公立香住病院は、香美町の地域リハビリテーション活動支援事業を受託し、

高齢者や障害者への訪問指導、介護サービス事業所や地域ケア会議への助言等を行

っています。 

当事者と保健・医療・福祉関係者が、一冊のノート(つなぐノート)を用いて、情

報を共有し合いながら支援に活かす取組みを始めています。また、情報の安全な管

理・活用の在り方についてＩＣＴ技術の活用等を今後の取組みとするための検討を

行います。 

但馬圏域（２次医療圏）では、兵庫県を中心に「入退院支援運用ガイドライン」

の活用も定着し、さらには因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏でも連携を進め始

めています。 

しかしながら、香美町の医療・介護の包括的ケア体制には生活圏域ごとで地域差

があります。特に、訪問診療や往診を行う医師が少ない生活圏域では、在宅看取り

を希望しても叶いにくい現状があります。看取り等に関する住民意識の把握に努め

るとともに、医療機関や施設で看取るだけでなく、日常の療養を送ってきた自宅や

グループホームでの最期を希望する場合には、高齢者の意向に添う場で看取り支援

を受けることができるような体制整備を図ります。 

自分の健康は自分で守るという意識を育み、住民自らが自身の老い方や終末期の

あり様を考えつつ健康に暮らせるよう意識の涵養に努めます。 
 

【見込み】 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

町内の連携事業    22回 22回 22回 

郡内の連携事業 10回 10回 10回 

但馬圏域連携事業 2回 2回 2回 

 

（７）地域ケア会議の充実 

 

地域ケア会議は、政策者レベルの地域ケア（推進）会議の下に、日常生活圏域

部会や専門部会を配置し、①個別課題解決機能、②ネットワーク構築機能、③地
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域課題発見機能、④地域づくり・支援開発機能、⑤政策形成機能が発揮されるよ

う役割を担うとともに体系づけ、抽出された地域課題の解決に向けた協議を進め

ています。 

  

 【実績】 

内容／年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

地域ケア会議 3回 3回 2回 

主任ケアマネ連絡会 10回 10回 11回 

日常生活圏域部会 33回 36回 30回 

専門部会 35回 41回 38回 
 

◇現状と取組み方針 

香美町の地域ケア会議の全体像は、次のページのとおりです。 

部会のうち、生活圏域部会は「自立支援型ケア会議（事例検討）」を行い、自立

支援の考え方や、ケアプランの目標の具体化、インフォーマルサービスの活用の

視点等をケアプランに盛り込めるよう、介護支援専門員のスキルアップに繋いで

います。 

さらに、関係介護保険事業所スタッフとの情報共有や地域課題の抽出にも努め

ています。 

また、認知症施策に係る課題については、平成２９年度に立ち上げた認知症施

策ネットワーク会議で協議しています。 

認知症サポーター養成後の活動に関する検討を行い、既存のボランティアグル

ープに対して、認知症サポーター養成講座を受講後、施設での活動への参加を促

すことや、当事者の具体的なニーズを確認しマッチングすることなどの取り組み

を進めていきます。 

さらに、各部会で抽出された地域課題は、地域ケア会議全体会で課題整理一覧

表に項目ごとにまとめ、報告・協議を進めています。 

その中で、「本人・家族が今後の暮らしを考える機会づくりが必要」という地域

課題が抽出されました。ツールとして、「ＡＣＰの記入シート」を作成し、その利

用方法や、内容について検討し、つなぐノートに綴じこむことや、早い時期から

取り組むきっかけとして介護予防事業対象者に対しても啓発活動をしていくこと

にしています。 

今後、各部会の繫がりを意識しながら地域課題の政策形成を目指します。 

【見込み】 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域ケア会議 3回 3回 3回 

主任ケアマネ連絡会 12回 12回 12回 

日常生活圏域部会 24回 24回 24回 

専門部会 41回 41回 41回 
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（８）生活支援体制整備事業の充実 

 

平成２７年度より「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」や「協議

体」を設置して生活支援体制整備事業に取り組んでいます。 

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯、認知症の高齢者増加により、地域の過疎化も進

む中、生活支援サービスや社会参加の場の不足などのニーズに応える多様な担い手の

育成や、地域人材の発掘、地域で支えあう仕組みづくりを更に進めることが求められ

ています。 

生活支援コーディネーターは、高齢者支援のニーズと地域資源の状況を把握し、地

域福祉を推進する多様な主体への働きかけをし、高齢者を支援する関係者をネットワ

全体会議 

※代表者レベル 

担当者会議や専門部会等で積み上げられた課題や提案について、協議、検討、承認を

行う場。必要に応じ社会資源の調整や開発をしたり、政策提言したりする。また、養護

老人ホーム等の施設入所判定等も行う。 

主任ケアマネ連絡会 「地域づくり」を担うべき主任ケアマネジャーが、地域部会・専門部会等の意見を踏

まえ、本会議との連携を図りながら地域課題の解決等を推進する。 

担当地域ケア会議 

※生活圏域単位の 

実務者レベルの会議 

保健・医療・福祉に係るインフォーマルも含む関係機関が、相互の資質向上を図ると

ともに、事例検討等を通じ圏域毎の地域ニーズや課題について明確にし、課題解決に向

けた協議等を行う。 

専門部会 香美町の課題として抽出されたテーマの改善や体制づくりに繋がる関係部署・機関等

と検討・協議を行う。また、専門的知識を普及・啓発するとともに、それを通じて抽出

された課題等の改善を図る。 

ケース会議 サービス担当者会議等、高齢者個々の課題解決やサービス利用調整のため、本人、家

族、ケアマネ、サービス事業者及び地域包括支援センター等の関係者が集まる協議の場。

社会資源の不足等のニーズ・課題を抽出する。 

入所選定会議 生活支援ハウスへの入所者選定に関する助言や承認、養護老人ホームへの入所措

置に関する判定などを行う。 

香美町地域ケア会議全体図

生活支援
コーディ
ネーター
連絡会

香住区担当地域ケア会議

介護予防事業プロジェクト会議

ニーズ・課題・困難事例

村岡・小代区担当地域ケア

会議

村岡病院在宅支援会議

香住病院連携プロジェクト会議

＜生活圏域の課題抽出＞

ケース会議 ケース会議 ケース会議 ケース会議

香美町ケアマネ連絡会

災害時等要援護者支援体制会議

香美町認知症施策ＮＷ会議

＜専門部会からの課題抽出＞

香美町地域ケア会議全体会

政策提言

施設入所選定

会議（養護老

人ホーム・生

活支援ハウ

ス）

助言・承認

↓↑

意見を求める

主任ケアマネ連絡会

関係課
・総務
・企画
・財政

・健康

・生涯

学習

連

携
・
承

認

【庁内政策調整会議】

社

会
福

祉
協

議

会

連

携
・
協

働
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ーク化することにより、生活支援や介護予防の担い手の養成やサービスの開発を総合

的に推進する役割を担います。 

また、協議体は、行政が主体となって設置し、生活支援コーディネーター、地域に

おける生活支援等の担い手（ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁団体、協

同組合や民間企業等）により組織し、連携・協働による取組みを推進する役割を担い

ます。 
 

◇現状と取組み方針 

香美町では、生活圏域ごとに３名の「生活支援コーディネーター」が活動していま

す。 

いきいきサロンや元気体操サークル等の「通いの場」活動を広報で紹介したり、情

報交換できる交流会を開催することで既存の活動団体の運営支援を行い、介護予防や

地域づくりに取り組んでいます。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果では、「通いの場」への参加意欲をお持

ちの方が、５３．７％、企画運営側としての参加意欲も３２．３％あり、「通いの場」

を求める地域住民は多く、住民有志とともに話し合いを進めながら、更に実施箇所を

増やす活動に取り組んでいきます。 

そして、「生活支援コーディネーター」が年間を通じて「通いの場」へ訪問し、そ

れぞれの地域のニーズ把握に努めます。 

把握した地域ニーズの中で大きな問題は高齢者の移動支援です。８０歳以上の高齢

者が外出する際の移動手段は「人に乗せてもらう（自動車）」ですが、高齢者のみの

世帯が多く、家族の支援が受られていない状況であることが、生の声としても挙がっ

てきています。 

この解決方法のひとつとして、地域の助け合いによる外出支援の実現のために、有

志ボランティアと先進地視察に行くなど、その解決に向けてのサービス創出の検討も

行っています。 

また、食の支援の一環として、地域のボランティアと協力して、月１回地域食堂を

開設しており、孤食を防ぎ社会参加の機会等の効果も得られています。 

「協議体」は、香美町全体の地域課題について、部会から挙がってきた生活課題に

対して、地域ケア会議全体会がその役割を担い検討していますが、地域課題である生

活支援の必要なサービスの創出等の政策形成までには至らない状況です。 

生活圏域ごとの協議体に関しても、組織化できず機能しづらい状況なので、もう少

し小さい単位として集落単位での協議体等の取り組みについて検討していきます。 

今後、生活支援コーディネーターとともに、住まい、食事、見守り等、生活全般に

わたり、住民主体のサービスやボランティアによる助け合い活動を進めていくために、

ボランティアポイント制度の導入等を検討して、高齢者が、単にサービスの受け手（利

用者）としての存在ではなく、生活支援等の担い手（支える側）として積極的に活躍

できるよう支援し、支えあいの仕組みづくりに取り組みます。 
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（現状の生活支援サービス） 

買物支援：民間の２事業所が移動販売車を稼動されています。 

個人商店の宅配サービスや、コープこうべの個配を利用されています。 

移動支援：通院のための外出支援サービスや介護タクシー助成事業を実施しています。 

高齢者を対象とした町民バスの料金補助を実施しています。 

 

 
 

施策の目標 

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）を虚弱高齢者や要介護者に普及します。

ケアマネジャーがケアプランを立てる際に、本人や家族の意向を確認して、できる限

り本人の希望に沿って、住み慣れたところで住み続けられるように、医療・介護連携

の推進をしていきます。（ケアマネを対象とした看取りに関するアンケートの「意向を

確認した」割合で算出） 

 

 

 

 

 

 

 
 

～キーワード（用語解説）～ 

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）人生会議 

 

もしもの時に備えて、受けたい医療やケアについて、自分自身で前もって考え、周囲の信

頼する人たちと話し合っておくこと。 

どこでどのように過ごしたいか、自分自身で判断できなくなったときの代替判断を誰にし

て欲しいかを、心身の状態に応じて何度でも繰り返し考え、話し合いをしておくことで、家

族が自身の希望に配慮した対応がしやすくなる。 
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 第５章 生きがいづくりと社会参加の推進  

 

１ 健康増進事業の推進                 
 

「誰もが自分らしくいきいきと暮らせるまちをめざす」ことを第２次香美町健康増

進計画の基本理念とし、生涯にわたって自らが健康づくりを実践し、健康寿命の延伸

を図るため、「健康教育」「健康相談」「健康診査」「訪問指導」等の保健事業を健康増

進法に基づいて実施します。 

 

（１）健康教育 
 

集団健康教育では、生活習慣病予防等健康に関しての正しい知識の普及を図ること

により「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進を推進

します。 

個別健康教育では、疾病の特性や個人の生活習慣等を具体的に把握し、継続的にか

かわりながら、生活習慣の改善を支援し、生活習慣病の予防を推進します。 

 

【実績】 

＜集団健康教育＞ 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

実施回数 実施延人数 実施回数 実施延人数 実施回数 実施延人数 

  96回 1,267人 49回 871人 40回 500 人 

 

＜個別健康教育＞ 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

実施人数 実施回数 実施人数 実施回数 実施人数 実施回数 

4人 8回 2人 4回 2人 4回 

 

◇現状と取組み方針 

特定健康診査の実施以降、町民の内臓脂肪症候群に対する関心も高まり、その対策

として運動の習慣化や食生活の改善を中心に行動変容を促す教室を実施してきまし

た。また、令和元年度からは、香美町健康スローガンに『生活リズム 運動習慣  健

口ライフ』を掲げ、啓発に取り組んでいます。 

地域ぐるみで健康づくりに取り組むため、食生活改善推進員（いずみ会）の養成を

兼ねて『生き活き健康講座』を開講し、組織強化を図っています。今後も、地域で健

康づくりを進めている愛育班やいずみ会、自治会、老人クラブ、婦人会等と連携して、

健康づくりの普及を推進していきます。 

 

  
 

第５章 介護予防の推進 
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【目標】 

＜集団健康教育＞ 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 実施延人数 実施回数 実施延人数 実施回数 実施延人数 

  50回  650人 50回 650人 50回 650人 

 

＜個別健康教育＞ 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施人数 実施回数 実施人数 実施回数 実施人数 実施回数 

2人 4回 2人 4回 2人 4回 

 

（２）健康相談                          

 

健康相談は、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、

家庭における健康管理を支援します。 

 

【実績】 

＜総合健康相談＞ 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

実施回数 相談人数 実施回数 相談人数 実施回数 相談人数 

70回 1,358人 83回 1,045人 55回 650人 

 

＜重点健康相談＞ 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

実施回数 相談人数 実施回数 相談人数 実施回数 相談人数 

61回 1,282人 42回 729人 30回 500人 

 

◇現状と取組み方針 

保健師、栄養士、歯科衛生士により、健康教室や健康診査、また地域行事等と併せ

て健康相談を開設する等多様なニーズに対応して実施しています。 

町ぐるみ総合健診当日には、検査データに基づいて個別指導の機会を持ち、総受診

者の３割が利用されています。また健診後には小学校区を巡回して結果説明会を開催

しています。今後はさらに生活習慣病の重症化防止のため、受診が必要と判定された

者を対象に適正受診の勧奨や生活習慣の改善等個別支援を推進していきます。 

また、精神科の医師による「こころの健康相談」を年４回開設し、心の健康面への

支援を行っています。専門相談としての機能が発揮できるように関係機関等と連携し

ていきます。 

重点健康相談として、町ぐるみ総合健診時に歯周病検診と併せて歯科衛生士による

歯科相談を実施していますが、さらに若い年代から利用勧奨し、生涯にわたり口腔衛

生を実践する等歯周病予防の普及啓発を図ります。 

今後、高血圧や糖尿病、肥満等健診結果に基づいた病態別健康相談を重点健康相談
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として継続していきます。 

 

【目標】 

＜総合健康相談＞ 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 参加延人数 実施回数 参加延人数 実施回数 参加延人数 

55回 650人 55回 650人 55回 650人 

 

＜重点健康相談＞ 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 相談人数 実施回数 相談人数 実施回数 相談人数 

40回 600人 40回 600人 40回 600人 

 

（３）健康診査 
 

健康診査としては、基本健康診査と各種がん検診、腹部超音波検診、肝炎ウィルス

検診、骨粗しょう症検診、歯周病検診を実施しています。 

健康診査の結果、必要な人に対して、食生活指導や運動等日常生活の注意を促し、

生活習慣改善指導を行うとともに、精密検査を受診するよう指導し、高齢期を見据え

た健康についての認識と自覚の高揚を図っています。 

 

【実績】 

内容／年度 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 

町ぐるみ基本健診 3,808人 3,630人 3, 468人 

 

39歳未満 336人 308人 314人 

40～64歳  1,324人 1,210人 1,122人 

65～74歳 1,301人 1,272人 1,262人 

75歳以上 847人 840人 770人 

胃がん検診 1,254人 1,185人 1,116人 

肺がん検診    3,478人 3,389人 3,210人 

大腸がん検診 2,501人 2,438人 2,321人 

子宮頸がん検診 651人 681人 710人 

乳がん検診 698人 709人 710人 

腹部超音波検診 2,206人 2,158人 1,900人 

肝炎ウィルス検診 260人 273人 168人 

骨粗しょう症検診 1,055人 1,071人 1,033人 

歯周疾患検診 166人 149人 150人 
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◇現状と取組み方針 

基本健康診査はがん検診等をセットとし、町ぐるみ総合健診と公立八鹿病院での個

別健診を実施しています。また女性の検診は、子宮頸がん検診と乳がん検診をセット

とし、検診車による集団検診と公立八鹿病院や公立香住病院での個別検診を実施する

等健診体制を整備しています。 

平成２６年度から歯周病検診を無料検診とし、平成２８年度からは４０歳以上の国

民健康保険加入者の基本健康診査を無料検診として拡大しています。 

また、がん検診の無料対象者についても節目年齢の対象を徐々に増やしてきました。 

これまで未受診者対策として、個別通知や電話勧奨などを実施してきました。さら

に、平成２９年度からは、健診受診履歴のデータ分析による特性に合わせ、健診未申

込者に対して文書による受診勧奨を実施し、健診の定着化を図っています。 

また、生涯にわたって健診を受ける意識づけを若い年代から積極的に行うとともに、

受診者が都合のよい日程で健康診査が受診できるように、医療機関における個別健診

を充実し受診率の向上を図ります。 

生活習慣病の危険因子が重複している人等に対する健康診査後の保健指導や医療

機関の受診結果の把握等、フォローアップ体制をより一層強化します。 

 

【目標】 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

町ぐるみ基本健診 3,460人 3,460人 3,460人 

 

39歳未満 310人  310人  310人 

40～64歳 1,115人 1,115人 1,115人 

65～74歳 1,250人 1,240人 1,230人 

75歳以上 785人 795人 805人 

胃がん検診 1,100人 1,050人 1,000人 

肺がん検診 3,190人 3,160人 3,130人 

大腸がん検診 2,320人 2,310人 2,310人 

子宮頸がん検診  705人  695人 685人 

乳がん検診 705人 695人 685人 

腹部超音波検診 1,900人 1,900人 1,900人 

肝炎ウィルス検診 160人 150人 140人 

骨粗しょう症検診 1,030人 1,030人 1,030人 

歯周病検診 165人 170人 175人 

 

（４）訪問指導 
 

 療養上の保健指導が必要な人及びその家族等に対して訪問を行い、心身の状況や生

活習慣、生活環境等を総合的に把握し、疾病の予防や心身の機能低下の防止、良好な

療養生活づくりとその維持を図っています。 
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【実績】 

内容／年度 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 延人数 

要指導者、認知

症、寝たきり者、

介護家族等 

105人 225人 67人 124人 50人 90人 

 

◇現状と取組み方針 

保健師、栄養士、歯科衛生士等が、対象者の家庭を訪問し、本人や家族に対して生

活指導、療養指導、受診指導、服薬指導等の保健指導を実施します。 

今後は、生活習慣病の重症化予防を重点にした訪問指導を実施します。特に、生活

習慣病の重症化予防のため個別の継続指導が必要な人、あるいは、複雑な健康問題を

有する等対応が困難な人へ訪問指導を実施していくため、関係者と連携して対象者を

把握し、疾病予防や重症化予防に繋がるよう保健・医療・福祉サービス等との調整を

図っていきます。 

通院することが困難な高齢者や障害者等に対する在宅訪問歯科指導を美方

郡歯科医師会と連携して実施します。 

 

【目標】 

内容／年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 延人数 

要指導者、認知

症、寝たきり者、

介護家族等 

55人 95人 55人 95人 55人 95人 

 

【重点的な取組み】 

 

① 生活習慣病の予防と重症化予防 

特定健康診査の結果、内臓脂肪症候群とその予備群や高血圧、糖尿病の有所見者が

４割見られています。また、生活習慣病のうち脳血管疾患が介護認定の原因疾患で最

も多く、これを予防するため、内臓脂肪症候群や高血圧、糖尿病対策に重点的に取り

組んでいきます。 

 

② 若い世代からの運動習慣の定着化 

平成２８年度から『健幸ポイント事業』を開始し、若年層からの運動の習慣化を目

指しています。特定健康診査質問票の結果、運動習慣がない人が７割と高率である状

況から、若い世代から各年代を通して健幸ポイント事業や気軽に取り組める運動につ

いて普及し、運動習慣の定着化を重点課題として取り組みます。 
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２ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 
 

令和２年度から、後期高齢者医療・国民健康保険・介護予防・健康づくり等との関

係課や関係機関との連携のもと、健康課題の分析に基づいた高齢者に対する支援を行

っています。 

 

（１） 後期高齢者質問票やＫＤＢシステム（医療・介護・健診データ）を活用した

後期高齢者の状況把握 

 

令和２年度には、後期高齢者の健診受診者、健康状態不明者（昨年度の健診・医療

未受診者）、通い場の通所者に対し後期高齢者質問票を実施し、実施者の回答率１０

０％を目標としています。令和２年度の後期高齢者全体のうち状況把握できたのはお

よそ３０％という状況です。 

そのため、今後は通い場の未参加者の状況把握や参加勧奨に向けて訪問等を実施し、

後期高齢者の状況把握の目標を５０％としていきます。 

 

（２） 高齢者に対する支援 

 

① 個別的支援（ハイリスクアプローチ） 

(1)により把握した低栄養・口腔機能低下・疾病重症化予防対象者に対して、保健

師・歯科衛生士・管理栄養士が継続的な訪問指導を行います。 

令和２年度に状況把握した対象者はおよそ８％が該当しており、個別的支援等によ

り、フレイルの進行防止や介護保険利用の移行防止に努めていきます。 

 

② 通い場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ） 

地域包括支援センターと連携し、「元気体操サークル」等の介護予防事業の場等を

活用したフレイル予防・口腔機能低下予防・低栄養予防に関わる健康相談や健康教育

を実施し、歯と低栄養や全身疾患、フレイルとの関連等の普及啓発を進め、高齢者の

意識向上をはかり、効果的な介護予防対策を実施していきます。 
 

３ 認知症高齢者を地域で支援する各種事業 
 

国の認知症施策推進大綱では、「認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を

持って日常生活を過ごせる社会」を目指すこととしています。 

そのような社会の実現を目指すため、香美町においても、地域包括支援センターが

認知症相談センターとしての機能も強化し相談支援を充実させるとともに、認知症に

関する正しい知識や理解の普及啓発に努め、たとえ認知症になって生活上で困難が生

じた場合でも周囲や地域の理解と協力のもと、住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、

自分らしく暮らしが続けることができる地域づくりを目指します。 

また、早期から本人の状態に応じて適切な支援が受けられるよう、医療・

介護サービスの適切な提供、認知症の本人や家族に対する支援、地域で認知
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症の人を支える仕組みの構築に取り組みます。 
 

（１）認知症予防・早期発見の推進 
 

◇現状と取組み方針 

認知症の予防として、認知症になりにくい生活を送ることが必要です。地

域での出前講座等で予防について住民に周知を行うとともに、若い世代から

の生活習慣病予防と社会参加による認知症の予防に取り組めるように健康課

と協力し住民啓発を行います。 

また、認知症を発症した場合は、早期に発見し適切な医療とケアを提供す

ることで、できるだけ認知症の進行緩和を図ることが必要です。 
 

① 認知症予防事業 

住民主体の運営による元気体操サークル、いきいきサロン、老人会等の介

護予防教室で、「認知症予防」「閉じこもり予防」「口腔機能の向上」「栄養改

善」に取り組み、運動することや仲間と楽しく過ごすことで脳の活性化を図

り、認知症状の軽減や進行遅延を図っていきます。また、参加者の認知機能

や身体機能の評価を年１回行い、住民が主体的に取り組めるようにします。 

 

② もの忘れ相談 

本人や家族等の身近な人がもの忘れに気づき、早期から相談ができる場として毎月

もの忘れ相談日の開設や個別訪問等で認知症チェックシート等の評価表を積極的に

活用し、認知症の疑いがある人の早期発見に向けた取組みをします。 

認知症早期に医療機関受診を行うとともに、適切なケアを提供することに

より、できるだけ認知症の進行緩和に努めます。また、相談員の資質向上を

するとともに認知症相談センターとしての機能強化も図ります。 

 

【実績】 

事業名 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

もの忘れ相談 

（相談件数） 

15人 

（うち5名医療受診） 

21人 

（うち6名医療受診） 

25人 

（うち8名医療受診） 

 

【目標】 

事業名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

もの忘れ相談 

（相談件数） 
30人  35人 40人 

 

③ 認知症初期集中支援チーム事業 

認知症の疑いがあっても医療受診や介護サービスに結びつかない高齢者や

家族のもとへ専門職が訪問し、認知症に関する様々な相談に対応し、今後も
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在宅生活を続けるための支援方針について専門職で話し合いを行い、チーム

で支援体制を整えます。  

平成２８年事業開始から現在（令和２年８月末時点）、認知症初期集中支援

チームで対応した１０１人のうち、６７人が在宅生活継続となっています。

チームで支援するうえで、早期発見や進行予防への取組み、家族の負担軽減

や認知症の普及啓発を強化していく必要があることが課題として挙げられま

す。 

「認知症初期集中支援チーム」についてさらに周知を行い、支援が必要な

人に早期から関わりを持てる体制づくりを進めていくとともに、今後も対応

した人が引き続き在宅生活を継続できるよう定期的なモニタリングの実施等

に取り組みます。 
 

構成員 認知症サポート医、薬剤師、保健師、作業療法士、理学療法士、 

管理栄養士、歯科衛生士、社会福祉士、介護支援専門員 

開催数 年１２回（令和２年度は１０回） 

  

【実績】 

事業名 平成30年度 令和元年度 令和2年度（見込み） 

認知症初期集中

支援チーム事業

検討人数 

20人  21人 30人 

 

【目標】 

事業名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症初期集中

支援チーム事業

検討人数 

30人  30人 30人 

 

（２） 認知症医療体制の充実 
 

◇現状と取組み方針 

高齢化の進行に伴い今後も認知症患者の増加が予測されています。認知症

早期発見と BPSD（行動・心理症状）や身体合併症を伴う方の支援体制を整え、

必要に応じて医療連携シートを活用した、かかりつけ医や認知症疾患医療セ

ンター等との連携により適切な医療が受けられるよう、医療・福祉の連携を

強化していきます。 

また、認知症で入院をされていた人が、退院後も地域での生活が再開でき

るよう、病院と連携し支援体制を検討するほか、BPSD（行動・心理症状）の
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悪化で入院となった場合も入院時から退院後の生活支援に向けて関係機関で

検討を行い、再び地域で安心して暮らせるような体制整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 認知症地域支援体制の強化 
 

◇現状と取組み方針 

認知症、若年性認知症や介護が必要な状態になった人が安心して住み慣れ

た地域で生活ができ、家族が孤立することのないように地域における集い場

づくりや見守り体制の強化、家族介護者への支援について地域、関係機関と

協働していきます。 

また、認知症になっても支えられる側だけでなく、支える側として役割や

生きがいを持って生活ができる環境づくりについても取り組みます。 
 

① 認知症施策ネットワーク会議の開催 

認知症にかかる医療・介護の連携や地域の支援体制の目指すべき方向性を

検討し、明確にしたうえで、認知症地域支援推進員が中心となり、認知症の

人とその家族の視点に立った地域支援体制を強化します。 

また「認知症ケアパス」を活用することで、認知症の進行にあわせ、また

予防の段階から地域でどのような医療・介護サービスがどのような形で受け

られるか、インフォーマルなサービスも含む包括的な地域資源の情報を分か

りやすく住民に周知するとともに、適切な対応に努めます。 

なお、明らかになった地域資源の現状をもとに、不足する社会資源につい

ては、地域ケア会議で検討していきます。今後はケアパスが有効に活用され

ているか評価していきます。 

構成員 民生児童委員、認知症介護者、薬剤師、グループホーム管理者、

理学療法士、作業療法士、保健師、社会福祉士 

開催数 年４回 

 

②  認知症カフェの充実 

現在、香美町社会福祉協議会主催の「えんがわ」（香住区）と、むらおかこ

ぶし園主催の「たんぽぽカフェ」（村岡区）で月１回開催されています。 

今後はこの活動を拡充し、認知症の人の家族、地域住民、専門職が集う「認

知症カフェ」の内容の充実、認知症の人の通いの場としての支援を行います。 
 

～キーワード（用語解説）～ 
 

医療連携シート（オレンジ連携シート） 

  認知症の人に対し、症状の進行に応じて適切な治療やケアが継続して行われるよう、

医療・福祉の連携により、円滑に支援を進めるための情報共有ツール。 
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③  認知症介護教室 

認知症の人の介護者支援として、認知症介護の方法を学ぶ機会となる「認

知症介護教室」を年４回開催し、介護者の負担の軽減や知識・技術の習得を

図る取組みを推進しています。 

今後は、町内介護事業所等と協力し、利用者の家族等を対象とした認知症

介護教室や介護者の交流事業等についても取組みを進めていきます。 

 

④ にこにこかえるネットワーク（香美町認知症ＳＯＳネットワーク） 

認知症サポーター、自治会、民生委員、事業所や商店等（協力機関等）に

よる地域ぐるみで認知症の人を見守る事前登録による見守りと、認知症が原

因で行方不明になる人の早期発見に向けたネットワークを広く周知します。 

 

＜にこにこかえるネットワーク登録者数＞ 

【実績】 

区分/年度 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（令和２年９月末現在） 

登録者数 登録者数 登録者数 

香美町 19人 32人 34人 

 香住区 12人 20人 20人 

村岡区 4人   7人 7人 

小代区 3人 5人 7人 

 

⑤ 消費者窓口との連携 

認知症の人は消費者被害の対象となりやすいことから、認知症地域支援推

進員と消費者行政窓口との連携を深めるなど、消費者保護の観点から方策を

検討します。 

 

⑥認知症サポーターの活躍 

認知症サポーター養成講座の開催等により、認知症に対する理解促進や地

域での見守りに対する意識の涵養を図り、認知症を温かく見守ることのでき

る地域づくりを進めます。 

地域の中でサポーターとしてできる活動を認知症の人やその家族のニーズ

と繋げられるよう、生活支援コーディネーターと協働し体制整備を進めると

ともに、ボランティア団体や趣味活動のグループ等へのサポーター養成講座

を行い、サポーター自身の技術や知識、特技を生かした活動に繋がる仕組み

を整備します。 

活動意欲のある人々がチームオレンジのメンバーとして社会で役割を持っ

て活躍できるようステップアップ研修を開催し、令和５年度末までに令和２

年度から養成したサポーターが活躍できるよう、体制整備を進めていきます。

（認知症サポーターの７％を想定） 
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＜認知症サポーター養成講座受講者数＞ 

【実績】 

事業名 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

開催回数 受講者数 開催人数 受講者数 開催人数 受講者数 

認知症サポータ

ー養成講座 
12回 290人 8回 131人 15回 250人 

 【目標】 

事業名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催回数 受講者数 開催人数 受講者数 開催人数 受講者数 

認知症サポータ

ー養成講座 
20回 320人 22回 352人 24回 384人 

チームオレンジ 22人 延47人 延74人 

（４）認知症支援・ケア人材の養成 

認知症機能訓練（４ＤＡＳ）の実施 

介護保険事業所等を対象に年４回実施に取り組んでいます。介護保険事業

所の従事者が軽度から中度の認知症の人に早期の機能訓練（４DAS）や行動・

心理症状（BPSD）の予防に取り組み、認知症の特性を踏まえた支援を提供す

ることで、認知症の人が地域生活を継続できるように支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の目標 

認知症ケアパスを活用し、認知症への理解を深め在宅生活を継続できる人を増やし

ていきます。（在宅介護実態調査から介護者が不安に感じる介護という設問に「認知症

状への対応」と回答した人の割合の減少、認知症初期集中支援チームで対応した人の

在宅生活継続率の割合で算出） 

～キーワード（用語解説）～ 

認知症機能訓練（４ＤＡＳ) 

兵庫県西播磨県民局、兵庫県西播磨認知症疾患医療センターが開発した兵庫県独自の認知

症機能訓練のプログラム。 

 リハビリ専門職がいない事業所でも効果的な機能訓練が安全に実施可能  

 身体機能・認知機能・生活機能・認知症の行動・心理症状（BPSD)の4つの側面からアセスメ

ントを行い、対象者を8つのタイプ（A～H）に分類してタイプに応じた認知症機能訓練を実

施する手法 
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４ 介護予防・重度化防止事業の推進強化 
 

香美町では、平成２８年４月から予防給付の訪問介護・通所介護サービスを地域支

援事業に移行し、介護予防・日常生活総合事業（以下「総合事業」）を開始しました。

総合事業では従来の予防給付に相当するサービスのほか、緩和した基準によるサービ

ス、一般介護予防事業において住民が主体となって実施する体操サークル等に取り組

んでいます。 

現在の機能を強化するためサービス内容の見直しや新たな担い手の確保、高齢者一

人ひとりが生きがいを持ち、健康づくりや福祉に関心をもつための施策を進めます。 

介護予防の取組みを積極的に推進し、高齢者がいきいきと自分らしく生活していく

ことができるよう支援します。地域住民が主体的に事業に参画していくことによって、

虚弱な高齢者を地域全体で支える仕組みづくりを支援し、地域住民と行政が協働して、

地域の介護予防の拠点づくりを推進していきます。 

 

（１）一般介護予防事業 
 

① 介護予防把握事業 

６５歳以上の高齢者（要介護認定者を除く）に対し、福祉課、健康課、民生委員、

自治会、その他関係機関等が日常業務の中で閉じこもり防止等のなんらかの支援が必

要な高齢者を把握した場合、地域包括支援センターに情報提供します。 

地域包括支援センターは、高齢者の心身の状態等に応じて、一般介護予防事業への

参加など介護予防活動支援等への働きかけを行います。 
 

② 介護予防いきいき講座 

 介護予防の基本的な知識を普及啓発するために、老人クラブやいきいきサロン等の

６５歳以上の人の団体を対象に、各専門スタッフが地域の公民館に出向き、健康相談

や健康教育を実施しています。 

【講座別実績】 

内容／年度 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

実施回数 参加人員 実施回数 参加人員 実施回数 参加人員 

元気体操サークル体験講

座 
7回 115人 34回 632人 10回 120人 

認知症を予防しよう！ 5回 70人 8回 131人 15回 250人 

生活習慣病はこうして防

ぐ 
3回 55人 1回 29人 3回 60人 

知ってトクする栄養の話 3回 64人 1回 21人 3回 70人 

おいしく食べよう健口講話  4回 74人 2回 56人 3回 70人 

教えて！介護保険制度 0回 0 人 0回 0 人 0回 0人 

ココロを元気に！ 1回 11人 0回 0 人 1回 10人 

その他 8回 256人 3回 89人 1回 36人 

合計 31回 645人 49回 958人 36回 616人 
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◇現状と取組み方針 

 いくつになっても元気で自立した生活ができるため、身近な地域での健康づくりや

介護予防啓発として、各団体等からの希望に応じ出前講座を実施しています。令和２

年度は新型コロナ感染症対策のため、講話の回数が減っていますが、今後も感染症対

策を講じたうえで開催していきます。 

元気体操サークル事業未実施地域には、体験講座を実施し、元気体操サークル事業

を普及していきます。また、健康課とともにフレイル予防を中心に健康寿命の延伸に

向けて普及啓発していきます。 
 

③ 転びにくい体づくり教室（コロから教室） 

転倒予防を目的に、生涯学習課（Ｂ＆Ｇ海洋センター、村岡区中央公民館）と協力

して、自立した高齢者を対象に６回を１クールとして「転びにくい体づくり教室（コ

ロから教室）」を開催しています。 

 

【実績】 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

実施回数 参加延人数 実施回数 参加延人数 実施回数 参加延人数 

18回 254人 14回 227人 18回 200人 

 

◇現状と取組み方針 

 筋力トレーニングやストレッチ等を通じて、元気高齢者の健康維持が図れています。

教室終了後も運動を継続して行うために参加者がリーダーとなり、地域で自主グルー

プをつくり、元気体操サークル事業へと繋がっています。特に香住会場では参加希望

者が多いので、教室開催を１クール増やして、より多くの教室参加者が地域で活動し

ていけるように積極的に支援していきます。 

 

【目標】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 参加延人数 実施回数 参加延人数 実施回数 参加延人数 

18回 260人 18回 260人 18回 260人 
 

④ 元気体操サークル事業 

週に１回の体操を中心とした住民主体の介護予防活動として、平成２５年度から 

実施しています。香美町で作成した媒体をもとに、グループリーダーが中心となって

教室を開催しており、生涯学習課、健康課とともに体力測定や健康講話等、定期的に

介入し、支援しています。 
  

【実績】 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

実施箇所数 参加実人数 実施箇所数 参加実人数 実施箇所数 参加実人数 

32箇所 570人 59箇所 766人 65箇所 850人 
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◇現状と取組み方針 

 体操をきっかけに、高齢者を中心に地域の方が気軽に集える場となっており、介護

予防サポーター養成講座や転びにくい体づくり教室の参加者がリーダー・世話役とな

り実施箇所が増加しています。 

地域のリーダーの担い手確保・育成については、元気な高齢者等が、社会参加の機

会の一つとして、ボランティア活動の場の確保を図る必要があります。 

今後も住み慣れた地域で安心して暮らしつづけることができるよう、令和５年度ま

でに後期高齢者を中心とした約１５％の高齢者が参加し、また介護予防が必要な虚弱

高齢者や要支援・要介護認定者の参加を促し、８０箇所での活動実施を目指していき

ます。 
 

【目標】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施箇所数 参加実人数 実施箇所数 参加実人数 実施箇所数 参加実人数 

70箇所 900人 75箇所 1,050人 80箇所 1,200人 
 

⑤ 介護予防サポーター養成講座 

地域における健康づくりや介護予防への取組みである「元気体操サークル事業」 

の担い手となってもらうようサポーター養成の講座を実施しています。 

 

【実績】 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

実施箇所数 参加人数 実施箇所数 参加人数 実施箇所数 参加人数 

2箇所 8人 2箇所 27人 2箇所 20人 

 

◇現状と取組み方針 

講座終了後には、サポーターがリーダーとなり「元気体操サークル事業」の取組み

が進んでいます。 

既に｢元気体操サークル｣を開催している地区の参加者も講座の対象者とし、具体的

な活動内容を伝えていくことで、リーダー・世話役として事業継続していく担い手を

養成していくリーダーのフォローアップの場ともしています。 
 

【目標】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施箇所数 参加人数 実施箇所数 参加人数 実施箇所数 参加人数 

2箇所 25人 2箇所 25人 2箇所 25人 

 

⑥ 地域住民グループ支援事業（いきいきサロン） 

概ね６５歳以上の高齢者等を対象に、各地域のボランティア等を中心として、高齢

者が歩いて参加できる公民館等において、レクレーションやお茶会等の活動を行うこ

とで、高齢者の閉じこもり、寝たきり、認知症等を予防し、社会参加の促進を目指し
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ます。 

各サロン（グループ）で年１２回を目途に開催しています。 

 

【実績】 

区分/年度 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

参加延人数 開催回数 参加延人数 開催回数 参加延人数 開催回数 

香美町 17,228人 1,180回 17,888 人 1,290回 16,320 人 1,170回 

 香住区 6,469人 479回 7,358人 539回 6,720人 500回 

村岡区 7,052人 432回 6,557人 428回 6,100人 390回 

小代区 3,707人 269回 3,973人 323回 3,500人 280回 

 

◇現状と取組み方針 

 実施地区、実施組織数ともに増加傾向にありますが、近年地区によっては代表者及

び参加者の高齢化によるサロン組織、参加者の減少がみられます。令和２年度は新型

コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催回数が減少していますが、今後もサロン

運営における感染症対策を講じた上で、開催していきます。 

サロンには、集落内での「見守り」を担う場としても重要な役割があります。今後

は、各実施地区が抱える課題の調査、支援を行い、引き続き関係機関との連携を強化

しながら活動の推進を図ります。 

 

【目標】 

区分/年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

参加延人数 開催回数 参加延人数 開催回数 参加延人数 開催回数 

香美町 18,000人 1,300回 18,000 人 1,300回 18,000 人 1,300回 

 香住区 7,400人 545回 7,400人 545回 7,400人 545回 

村岡区 6,600人 430回 6,600人 430回 6,600人 430回 

小代区 4,000人 325回 4,000人 325回 4,000人 325回 
 

⑦ 地域リハビリテーション活動支援事業 

但馬長寿の郷専門的人材派遣事業や地域におけるリハビリ専門職と連携し、介護予

防活動の推進やケアマネジメント力アップのための事例検討会、地域ケア会議やサー

ビス担当者会議に参加し、自立支援に向けた取組みを強化していきます。 

 通所サービスや訪問サービスに定期的に関与することで、①生活の場におけるアセ

スメント及びモニタリングを実施、生活機能向上のために必要な環境調整や個別機能

訓練の提案、②介護職等への助言等を実施し、自立支援に向けた取組みを推進してい

きます。 

 また通所サービスにおいて認知症の方への効果的な機能訓練（４ＤＡＳ）への提案、

助言等取組みを推進していきます。 
  ※リハビリ専門職・・・理学療法士（ＰＴ）・作業療法士（ＯＴ）・言語聴覚士（ＳＴ） 
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リハビリ専門職の活動内容 （年間活動回数） 

 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

訪問事業への関与 １１９回 １０３回 １１４回 

通所事業への関与 ５８回 ３７回 ４０回 

会議参加 ６２回 ６２回 ６４回 

 

（２）介護予防・生活支援サービス事業 
 

 要支援者、事業対象者を中心にその人に、よりふさわしいサービスの利用を実現す

るため、地域包括支援センター等のケアマネジメントに基づき、自立支援に向け、適

切な支援に繋げていきます。 
 

① 訪問型サービス 

訪問型サービスでは、従来の予防給付の訪問介護に相当する「自立援助訪問型サー

ビス」と、緩和した基準によるサービス「家事援助事業」を実施しています。 

 

【実績】                           ＜延人数＞ 

内容／年度 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 

自立援助訪問型サービス  6,863人 6,188人 6,200人 

家事援助事業 546人 379人 400人 

 

◇現状と取組み方針 

 多くの利用者が従来の予防給付に相当する自立援助訪問型サービスを利用してお

り、シルバー人材センターに委託し実施している「家事援助事業」の利用が減少して

います。シルバー人材センターの会員数も微減してきており、サービスの担い手とな

る家事援助スタッフの登録が伸び悩んでいる現状があります。このため、シルバー人

材センターの研修を含め、本事業の理解と町広報誌・ホームページ等で周知を図り、

研修会の内容を充実し担い手の確保に努めます。 

この訪問型サービスは、住民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行

うサービス、移動支援サービス等の事業を展開することが可能なことから、住民のニ

ーズにあったサービスの形態を検討していきます。 
 

【目標】                            ＜延人数＞ 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立援助訪問型サービス  6,200人 6,200人 6,200人 

家事援助事業 500人 600人 700人 
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②  通所型サービス  

通所型サービスでは、従来の介護予防給付の通所介護に相当する「自立援助通所型

サービス」と、緩和した基準によるサービス「元気デイサービス」を実施しています。 

 

【実績】                            ＜延人数＞ 

内容／年度 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 

自立援助通所型サービス  8,878人 8,755人 8,760人 

元気デイサービス 1,884人 1,600人 1,500人 

 

◇現状と取組み方針 

利用者の多くが、従来の予防給付に相当する自立援助通所型サービスを利用してい

ます。 

緩和した基準のサービスでは、香美町社会福祉協議会に委託して、週１回の運動を

中心とした「元気デイサービス」を実施しており、在宅での自立した生活に向け利用

者の運動機能等の向上と介護予防及びその重症化の予防として生活機能の維持と向

上に努めており、より個々の状態に応じたサービスが提供できるように進めていきま

す。一定期間の利用後は、引き続き地域で週１回程度の運動ができるよう一般介護予

防事業で実施する「元気体操サークル」へ繋いでいきます。 

この通所型サービスは、住民主体による支援、保健・医療の専門職により短期集中

で行うサービス等の事業を展開することが可能なことから、住民のニーズにあったサ

ービスの形態を検討していきます。 
  

【目標】                           ＜延人数＞ 

内容／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立援助通所型サービス  8,800人 8,800人 8,800人 

元気デイサービス 1,600人 1,800人 2,000人 

 

５ 高齢者生活支援サービスの充実                              
 

 在宅高齢者が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう利

用しやすい移動手段の確保に取組むとともに、以下の介護保険外のサービスを提供し

ます。従来から実施している各事業を基本に、変化する高齢者の生活状況や多様化す

るニーズに応えながら事業の充実を図ります。 
 

施策の目標 

元気体操サークルの実施箇所を 80箇所に増やし、参加する高齢者を増やしていきま

す。 

（ニーズ調査からいきいきサロン、元気体操サークル等介護予防のための通い場への

参加頻度で、「月１回以上参加した」と回答した人の割合で算出） 
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（１）外出支援サービス事業 
 

 概ね６５歳以上の一般の交通機関の利用が困難な人で、日常的に車いすやストレッ

チャーを使用する等、下肢の不自由な身体障害者等を対象に、高齢者等の自立と社会

参加を促すため、車いす又はストレッチャー対応型の車両により香美町（自宅、医療

機関等）と町内外の医療機関等との間の送迎を行います。 

【実績】 

＜外出支援サービス利用状況＞ 

区分/年度 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 

香美町 610回 120人 449回 102人 440回 96人 

 香住区 380回 56人 231回 42人 225回 40人 

村岡区 148回 48人 132回 44人 130回 40人 

小代区 82回 16人 86回 16人 85回 16人 

 

◇現状と取組み方針 

平成２９年度に高齢者等介護タクシー利用給付事業との料金格差改善のため、利用

料の改正を行い、平成３０年度から実施しています。その影響として外出支援サービ

スは減少傾向にあります。 

しかしながら、足腰の悪い高齢者や交通機関の利用が困難な高齢者の医療機関等へ

の移動手段を確保するための意義は大きく、利用希望者は多数あります。介護タクシ

ーと調整を図りながら、サービスを必要な人が安定して利用できる外出支援対策の充

実を図ります。 
 

【見込み】 

区分/年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 

香美町 435回 90人 430回 85人 425回 80人 

 香住区 220回 35人 215回 35人 210回 35人 

村岡区 130回 40人 130回 35人 130回 30人 

小代区 85回 15人 85回 15人 85回 15人 

 

（２）高齢者等介護タクシー利用給付事業 
 

 日常的に車いすやストレッチャーを使用しなければ外出することが困難な概ね６

５歳以上の高齢者及び下肢の不自由な身体障害者等を対象に、医療機関の受診及び福

祉施設への入退所に係る交通手段を確保するため、町指定の介護タクシーを利用した

場合、料金の一部を助成します。 
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【実績】 

＜介護タクシー利用状況＞ 

区分/年度 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 

香美町 354回 68人 549回 101人 550回 105人 

 香住区 317回 57人 495回 84人 490回 85人 

村岡区 33回 7人 32回 7人 40回 10人 

小代区 4 回 4人 22回 10人 20回 10人 
 

◇現状と取組み方針 

平成２９年度に外出支援サービス事業との料金格差改善のため、利用料の改正を行

い、平成３０年度から実施しています。その影響として介護タクシーの利用状況は増

加傾向にあります。 

外出支援サービス事業との調整を図りながら、ニーズの把握、供給体制の確保に努

めます。 
 

【見込み】 

区分/年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 

香美町 555回 110人 560回 115人 565回 120人 

 香住区 495回 90人 495回 95人 500回 100人 

村岡区 40回 10人 45回 10人 45回 10人 

小代区 20回 10人 20回 10人 20回 10人 

 

（３）配食サービス事業 
 

食事の調理が困難な高齢者に対して、週に６日、夕食の配達を実施し、安否確認も

兼ねています。 

・対象者：概ね６５歳以上の高齢者又は高齢者世帯の人 

身体に障害があり調理が困難な人 

・利用料：主食、副食 ７００円／食（課税世帯）、６００円／食（非課税世帯） 

副食のみ  ６００円／食（課税世帯）、５００円／食（非課税世帯） 

・委託先：(社福)香美町社会福祉協議会 
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【実績】 

＜配食サービス利用状況＞ 

区分/年度 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

配食延数 利用実人数 配食延数 利用実人数 配食延数 利用実人数 

香美町 18,912 食 144人 18,274 食 147人 19,000 食 155人 

 

香住区 7,221食 58人 6,923食 52人 7,200食 60人 

村岡区 6,124食 42人 5,150食 43人 5,200食 40人 

小代区 5,567食 44人 6,201食 52人 6,600食 55人 
 

◇現状と取組み方針 

調理困難な高齢者が年々増加傾向にあり、利用者及び配食数は今後も増加すると推

測でき、安否確認を兼ねたサービスであるため、現在の体制ではサービス提供が困難

となることが予想されます。 

利用者に対し、利用者のニーズに答えた食事の提供及び安否確認を行うことで、健

康で自立した在宅生活を過ごすことができるよう地域ボランティアや、宅配食業者・

町内の飲食店業者との連携の検討等新たなサービス担い手の発掘を行い、事業の実施

体制の整備をしていきます。 
 

【目標】 

区分/年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配食延数 利用実人数 配食延数 利用実人数 配食延数 利用実人数 

香美町 19,200 食 160人 19,500食 165人 19,800食 170人 

 

香住区 7,300食 62人 7,500食 65人 7,650食 67人 

村岡区 5,350食 43人 5,400食 44人 5,450食 45人 

小代区 6,550食 55人 6,600食 56人 6,700食 58人 

 

（４）ナイトケアサービス事業 

 ショートステイが満床の場合に、デイサービスを利用している要介護認定者等及び

日中一時支援事業を利用している障害者が、夜間においてもグループホーム施設等を

利用できるサービスです。 

【実績】 

＜ナイトケアサービス利用状況＞ 

区分/年度 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 

香美町 3回 1人 3回 2人 5回 2人 

 香住区 3回 1人 3回 2人 5回 2人 

村岡区 0回 0人 0回 0人 0回 0人 

小代区 0回 0人 0回 0人 0回 0人 
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◇現状と取組み方針 

 ショートステイ満床時の需要に応えるため、現在は１事業所のみ開設しています。 

１事業所のみの認可であるため、利用者数は低調でありますがショートステイの代

替や障害者(児)の日中一時支援事業からの利用、緊急時の確保のためにも、体制を維

持しておく必要があります。 

 介護保険のショートステイは町内外で利用しやすくなってきましたが、ショートス

テイにおける感染症発生等、急な利用制限が生じた際の介護者負担を軽減させること

が可能なことから、継続して本事業の周知を図るとともに、事業所と連携しながらニ

ーズに応じたサービス供給体制確保に努めます。 
 

【見込み】 

区分/年度 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 利用延回数 利用実人数 

香美町 5回 2人 5回 2人 5回 2人 

 香住区 5回 2人 5回 2人 5回 2人 

村岡区 0回 0人 0回 0人 0回 0人 

小代区 0回 0人 0回 0人 0回 0人 

 

（５）人生いきいき住宅助成事業（高齢者等住宅改造助成事業） 
 

高齢者等が、住み慣れた住宅で安心して自立した生活を過ごすことができるように、

既存住宅の改造に要する経費の一部を助成します。 

・対象者：要介護・要支援認定者、身体障害者手帳等所持者のいる世帯 

・利用限度額：介護保険の住宅改修費等の支給額（１対象者あたり２０万円）を含め

１００万円 

・負担額：世帯の課税状況に応じて自己負担あり 

 

【実績】 

＜人生いきいき住宅助成利用状況＞ 

区分／年度 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 

香美町 2人 5人 4人 

 香住区 1人 1人 2人 

村岡区 0人 2人 1人 

小代区 0人 2人 1人 

 

◇現状と取組方針 

介護保険等の制度と併用が原則なことや、住まいの改良相談員が現地調査や、住宅

改造の必要性や緊急性を判断したうえで利用できる制度となっています。手続きの煩

雑さを伴う制度ですが、利用限度額が上がったことや、広報等による周知により利用

者は増加傾向にあります。今後も在宅での地域包括ケア体制の整備をしていくうえで

住環境の整備が必要ですので、さらに制度の周知に努めます。 
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【目標】 

区分／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

香美町 9人 9人 9人 

 香住区 5人 5人 5人 

村岡区 2人 2人 2人 

小代区 2人 2人 2人 
 

（６）介護用品支給事業 
 

在宅高齢者等を介護している家族に対して、年額１０万円の範囲内で介護用品を支

給し、経済的負担の軽減を図っています。 

・対象者：要介護４、５の状態にある在宅高齢者等を介護している町村税非課税世帯

の家族等 

・内 容：紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等の

介護用品を支給 
 

【実績】 

＜介護用品支給状況＞ 

区分／年度 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 

香美町 9人 13人 18人 

 香住区 1人 4人 8人 

村岡区 6人 6人 6人 

小代区 2人 3人 4人 

 

◇現状と取組み方針 

要介護度４、５の状態で、非課税世帯が対象であるため、受給者は多くありません。

この２年間では、一人当たり年平均５９，３２０円の介護用品を支給し、在宅介護に

かかる経済的負担の軽減を図っています。 

 在宅高齢者を介護している家族に対する介護支援とした施策であるため、引き続き

実施します。居宅介護支援事業所との連携を強化して事業の周知を図るとともに、対

象者のニーズに合わせた支給となるよう努めます。 
 

【目標】 

区分／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

香美町 16人 16人 16人 

 香住区 8人 8人 8人 

村岡区 5人 5人 5人 

小代区 3人 3人 3人 
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（７）家族介護手当支給事業 
 

過去１年間、介護保険サービスを利用しないで要介護認定者を介護している家族に

対して、年額１０万円を支給します。 

・対象者：要介護４、５の状態にある在宅高齢者等を介護している町民税非課税世帯

の家族等 
 

【実績】 

＜家族介護手当支給状況＞ 

区分／年度 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 

香美町 0人 0人 0人 

 

◇現状と取組み方針 

 要介護４、５の状態にある高齢者のほとんどが介護保険サービスを利用していると

ともに非課税世帯が条件であるため、この３年間での支給対象者はありません。 

 在宅高齢者を介護している家族に対する介護支援として重要であるため、事業内容

の周知を図りながら、引き続き実施します。 
 

【見込み】 

区分／年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

香美町 1人 1人 1人 
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１ 高齢者の生きがいづくり・社会参加対策の推進 
 

（１）現状と課題 
  

香美町において令和２年４月現在の６５歳以上で介護保険の介護認定を受けてい

ない高齢者等の割合は８割近くを占めています。介護に係る問題と同様に、元気な高

齢者の社会参加や生きがいづくりも重要な課題です。 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、地域づくりへの参加意向のある高齢

者の割合は高い傾向を示しています。 

香美町では、高齢者の生きがいづくりや社会参加を推進するため、香住高齢者ふれ

あい交流館や小代高齢者生活支援センター「いこいの里」等での生きがい活動支援通

所事業や、高齢者大学しいの木学園における一般教養講座・専門講座の開講、各区公

民館でのいきいきふれあいサロン事業等を実施しています。 

一方、社会活動に積極的に参加・参画し、高齢者の持つ活力を生かした活動を推進

する老人クラブの会員数が年々減少しています。豊かな地域社会づくりに必要不可欠

な存在として、その役割が大きいために、減少傾向の歯止めとしての加入促進策が大

きな課題となっています。 
 

（２）今後の取組み方針 
 

① 老人クラブ活動の促進 

 老人クラブは、集落を基盤とした高齢者等で構成する自主的な団体で、自らの生き

がいを高め健康づくりをすすめる活動とボランティア活動をはじめとする地域を豊

かにする社会活動に取り組んでいます。 

 香美町老人クラブ連合会は、老人クラブ及び兵庫県老人クラブ連合会と連携を図り

ながら、交流の輪を広げ、全町的な幅広い社会参加活動促進のための事業を行ってい

ます。 

「健康・友愛・奉仕」の理念に基づいて活動している老人クラブ等の役割は大きく、

老人クラブや町老人クラブ連合会が取り組む「子育て支援事業」、「地域見守り活動」、

「高齢者自らが行う体操の実施・普及促進活動」等の各種活動を支援するとともに、

加入率の低い６０歳代の老人クラブへの加入促進を図ります。 

＜単位老人クラブ数及び会員数（各年度４月１日現在／単位：クラブ・人）＞ 

区分/年度 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 

香美町 101 3,687 96 3,598 88 3,387 

 香住区 53 1,914 50 1,907 45 1,801 

村岡区 36 1,337 36 1,321 35 1,273 

小代区 12 436 10 370 8 313 

第６章 生きがいづくりと社会参加の推進 
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② シルバー人材センター 

シルバー人材センターは、その基本理念である「自主、自立、共働、共助」のもと、

高齢者の就業機会確保のために、就業に関する情報提供、就業相談、職業紹介および

講習会等の事業を行っています。 

契約金額など増加傾向にありますが、会員不足により抑制されたこともあり、会員

の増強が課題となっています。「介護予防・日常生活支援総合事業」では、訪問型サ

ービスの一つの担い手として家事援助サービスがあり、家事援助スタッフ養成講座の

周知等、香美町と連携した取組みが期待されています。 
 

＜美方郡広域シルバー人材センター実績（美方郡内数値）＞ 

区分 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（シルバー計画値） 

契約件数 1,745件 1,642件 1,930件 

労働者派遣件数 214件 230件 245件 

契約金額 108,061千円 109,437千円 116,300千円 

就業延人員 21,151人 21,612人 23,670人 

登録者数 314人 323人 330人 
 

③ 生涯学習活動を推進する機会の提供 

趣味や生涯学習、文化活動等に取り組みたいと考える高齢者に、公民館や各種団体

と連携を図り、高齢者大学における各種講座等を通して、気軽に参加できる学習活動

や多様な生涯学習の機会を提供できるよう努めます。 
 

④ 生きがい活動支援通所事業 

高齢者の健康づくり講座や生きがいづくり講座等を開催して、日常動作訓練から趣

味活動等の各種サービスを提供します。 

・対象者：概ね６５歳以上の在宅高齢者 

・開催場所：香住高齢者ふれあい交流館、小代高齢者生活支援センター等 

・委託先：(社福)香美町社会福祉協議会 
 

【実績】 

＜生きがい活動支援通所事業利用状況＞ 

区分/年度 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込み） 

利用延回数 利用延人数 利用延回数 利用延人数 利用延回数 利 用 延 人 数 

香美町 445回 5,567人 414回 5,247人 350回 4,100人 

 香住区 191回 2,908人 182回 2,863人 150回 2,200人 

村岡区 137回 1,505人 130回 1,353人 115回 1,100人 

小代区 117回 1,154人 102回 1,031人 85回 800人 
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◇現状と取組み方針 

 習字や編み物、唱歌等、多様な生きがい講座のほか、筋力、バランス柔軟性を高め

るためノルディックウォーキングを実施しています。高齢者の閉じこもりや要介護状

態への進行防止にも効果があります。 

 今期は、生涯学習活動として実施する事業とともに見直しを図り、その体制を整備

していきます。また、男性の利用人数が少ない傾向にあることから、男性向けの講座

内容の充実と利用促進に取り組み、高齢者が健康増進できる事業の推進を図ります。 
 

【社会参加を促進する本町の高齢者福祉施設】 

施設名 設 置 概 要 

香美町 

香住老人福祉センター 

昭和58年 

4月 地域の高齢者に対して、各種の相談に応じるとともに、健

康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を

総合的に供与するための施設です。 香美町 

村岡老人福祉センター 

平成3年 

4月 

香美町 

小代高齢者生活支援セ

ンター「いこいの里」 

平成10年 
高齢者の健康増進、介護予防、生きがいづくり等の事業実

施を目的として整備した施設です。 

香美町 

香住高齢者生産活動セ

ンター 

平成7年 

高齢者に陶芸創作活動の機会を提供することで、積極的な

社会参加を促進し、高齢者自身の生きがいにつなげるととも

に、子どもから高齢者までの世代間交流を推進し、技術の伝

承活動を展開するための施設です。 

香美町 

香住高齢者ふれあい交

流館 

平成12年 

11月 

高齢者等がふれあい、交流し、健康増進をするとともに精

神的な安寧を推進していくことにより生きがいを創造し、促

進を図ることを目的とする施設です。 

香美町 

香住区中央公民館 

昭和60年 

10月 
地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化

に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康

の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増

進に寄与するための施設です。 

香美町 

村岡区中央公民館 

昭和48年 

10月 
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１ 要介護認定の状況 

 

（１）被保険者数及び要介護認定者数の推移 
 
 平成２９年１０月から令和２年１０月までの被保険者数及び要介護認定者数は、次

のとおりです。 

 要介護度別の認定者数を見ると、要支援１・要支援２及び要介護１の軽度者が、認

定者数全体の半数以上を占めています。 
 
① 被保険者数と認定者数 
 

 平成29年10月 平成30年10月 令和元年10月 令和2年10月 

第１号被保険者数 6,835人 6,828人 6,768人 6,766人 

 認定者数 1,330人 1,333人 1,340人 1,357人 

認定率 19.5％ 19.5％ 19.8％ 20.1％ 

 

後期高齢者数 4,028人 4,007人 3,966人 3,924人 

後期高齢認定者数 1,222人 1,236人 1,243人 1,268人 

後期高齢認定率 30.3％ 30.8％ 31.3％ 32.3％ 

第２号被保険者数 5,769人 5,618人 5,442人 5,300人 

 認定者数 22人 19人 18人 20人 

認定率 0.4％ 0.3％ 0.3％ 0.4％ 

※第１号被保険者数は65歳以上の人口 
※第２号被保険者数は40歳以上65歳未満の人口 
※資料：介護保険事業状況報告、住民基本台帳 

 
 

 

第７章 介護サービスの充実 
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② 認定者数（要介護度別） 

 

 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

要支援１ 301人(22.3%) 311人(23.0%) 292人(21.5%) 252人(18.3%) 

要支援２ 138人(10.2%) 183人(13.5%) 178人(13.1%) 197人(14.3%) 

要介護１ 288人(21.3%) 246人(18.2%) 252人(18.6%) 264人(19.2%) 

要介護２ 156人(11.5%) 163人(12.1%) 182人(13.4%) 201人(14.6%) 

要介護３ 148人(10.9%) 144人(10.7%) 158人(11.6%) 147人(10.7%) 

要介護４ 179人(13.2%) 173人(12.8%) 163人(12.0%) 172人(12.5%) 

要介護５ 142人(10.5%) 132人(9.8%) 133人(9.8%) 144人(10.5%) 

合 計 1,352人 1,352人 1,358人 1,377人 

※資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報） 
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２ 第７期計画との比較及び在宅介護実態調査の概要 

 

（１）認定者の計画値と実績値の比較 

 

 要介護（要支援）認定者数については、第７期計画に対して若干の減となっていま

す。平成３０年度、令和元年度ともに認定率が計画値を下回りましたが、第１号被保

険者数が計画値を上回って推移したことも要因となっています。 

 

 平成30年度 令和元年度 

計画値 実績値 
実績値/ 

計画値 
計画値 実績値 

実績値/ 

計画値 

第１号被保険者数（人） 6,797 6,828 100.5% 6,759 6,768 100.1% 

要介護（要支援）認定者数（人） 1,340 1,333 99.5% 1,344 1,340 99.7% 

要介護（要支援）認定率（％） 19.7 19.5 99.0% 19.9 19.8 99.5% 

 

 

（２）介護サービス給付費の計画値と実績値の比較 

 

 給付費については、各サービス区分において計画値を下回り、給付費全体では数％

下回っています。 

 給付費全体で計画値を下回っている要因としては、認定者数が計画をやや下回って

いることに加え、要介護度別の認定者数について要介護４、５の重度の認定者が計画

を下回り、要介護３以下の軽度・中度の認定者が計画を上回って推移したことが主な

ものとして考えられます。 

 サービス種類別では、介護老人保健施設（H30 76.1%、R1 86.1%）、小規模多

機能型居宅介護（H30 18.2%、R1 25.3%）などのサービスが、給付費ベースで計

画値を下回る主要因となっています。 

 

（千円） 

 平成30年度 令和元年度 

計画値 実績値 
実績値/ 

計画値 
計画値 実績値 

実績値/ 

計画値 

総給付費 1,942,406 1,848,775 95.2% 1,993,725 1,870,348 93.8% 

 施設サービス 894,510 873,751 97.7% 905,153 870,740 96.2% 

居住系サービス 251,950 245,064 97.3% 259,135 247,114 95.4% 

在宅サービス 795,946 729,960 91.7% 829,437 752,494 90.7% 

第1号被保険者 

1人あたり給付費 
285.8 270.8 94.8% 295.0 276.4 93.7% 
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（千円） 

 平成30年度 令和元年度 

計画値 実績値 
実績値/ 

計画値 
計画値 実績値 

実績値/ 

計画値 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 666,390 690,035 103.5% 674,303 674,392 100.0% 

介護老人保健施設 200,279 152,361 76.1% 202,996 174,719 86.1% 

介護療養型医療施設 27,841 31,355 112.6% 27,854 20,934 75.2% 

介護医療院 0 0 － 0 695 － 

小計 894,510 873,751 97.7% 905,153 870,740 96.2% 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

特定施設入居者生活介護 56,757 48,558 85.6% 61,113 47,241 77.3% 

認知症対応型共同生活介護 195,193 196,506 100.7% 198,022 199,873 100.9% 

小計 251,950 245,064 97.3% 259,135 247,114 95.4% 

在
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 78,666 75,096 95.5% 80,263 69,536 86.6% 

訪問入浴介護 6,211 3,431 55.2% 6,213 2,155 34.7% 

訪問看護 50,382 49,284 97.8% 52,178 49,269 94.4% 

訪問リハビリテーション 0 0 － 0 42 － 

居宅療養管理指導 10,419 11,288 108.3% 10,851 11,725 108.1% 

通所介護 148,618 146,514 98.6% 150,463 161,887 107.6% 

地域密着型通所介護 120,795 103,019 85.3% 124,706 112,355 90.1% 

通所リハビリテーション 22,165 21,876 98.7% 24,034 20,399 84.9% 

短期入所生活介護 113,279 129,274 114.1% 113,391 129,476 114.2% 

短期入所療養介護（老健） 36,864 32,201 87.4% 38,720 24,417 63.1% 

福祉用具貸与 54,073 53,802 99.5% 55,173 57,312 103.9% 

特定福祉用具販売 3,041 2,956 97.2% 3,041 2,362 77.7% 

住宅改修 9,942 6,431 64.7% 9,942 6,760 68.0% 

認知症対応型通所介護 4,324 2,667 61.7% 4,325 2,541 58.8% 

小規模多機能型居宅介護 47,175 8,570 18.2% 64,688 16,363 25.3% 

介護予防支援・居宅介護支援 89,992 83,551 92.8% 91,449 85,895 93.9% 

小計 795,946 729,960 91.7% 829,437 752,494 90.7% 
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（３）在宅介護実態調査の概要 
 

調査対象 要介護・要支援認定を受けている方のうち、在宅で生活をしている方 

回収票数 ３６８票 回収率 ６１．４％ 

調査方法 郵送（接続方式 ※回答と認定調査時の情報をリンクさせる方式） 

調査実施期間 令和元年１１月～令和２年２月 
 
① 主な介護者が不安を感じる介護 

 

【主な介護者が不安を感じる介護は「認知症状への対応」「排泄」「外出支援」「入浴・

洗身」】 

 

〇 介護不安の側面から見た場合の、在宅限界点に影響を与える要素としては、要介護１以

上の場合「認知症状への対応」「日中・夜間の排泄」、要支援１～２の場合「外出の付き添

い、送迎等」「認知症状への対応」「入浴・洗身」が上位となっています。 

〇 要介護度に関わらず「認知症状への対応」への不安を軽減し、要介護度が軽度の方の「外

出の付き添い、送迎等」「入浴・洗身」、要介護度が重度の方の「日中・夜間の排泄」に対

する介護不安をいかに軽減していくかが、在宅限界点の向上を図るためのポイントになる

と考えられます。 

〇 従って、《要介護者の在宅生活の継続》の達成に向けては、「認知症状への対応」「日中・

夜間の排泄」「外出の付き添い、送迎等」「入浴・洗身」の４点に係る介護者不安の軽減を

目標として地域の関係者で共有し、具体的な取組みに繋げていくことが１つの方法として

考えられます。 

 

【介護度別・介護者が不安に感じる介護】 

     

      （全国データ出典）令和２年度在宅介護実態調査結果の分析に関する調査研究事業（人口５万人未満集計結果） 

 

香美町 全国 
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② 施設等への入所・入居の検討状況 その１ 

 

【介護者の在宅生活を支える「通所系・短期系」と 

施設等の検討・申請割合を抑える「訪問系」】 

 

〇 要介護度とサービス利用の組み合わせについては、要介護度の重度化に伴い、「訪問系を

含む組み合わせ」の利用が高まる傾向が見られ、要介護１・２では「通所系・短期系のみ」

の利用も多く見られました。 

〇 サービス利用の組み合わせと施設等検討の状況については、「検討していない」の割合に

ついて「通所系・短期系のみ」が「訪問系を含む組み合わせ」を上回り、全国的な傾向と

は異なる結果となっています。しかしながら、潜在的には香美町においても全国と同様の

傾向にあると考えられるため、訪問系サービスを充実させることが「検討していない」割

合を高めることに繋がることを念頭に置く必要があると考えます。 

 

【介護度別・サービス利用の組み合わせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービス利用の組み合わせと施設等検討の状況（要介護３以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 施設等への入所・入居の検討状況 その２ 

全国 

全国 

香美町 

香美町 
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③ 施設等への入所・入居の検討状況 その２ 

 

【「訪問系」「通所系」の複数回利用が「施設等の検討・申請割合」を抑えるが、 

  特定サービスの複数回利用で「介護者不安」が低減されるとは限らず、 

  サービスを効果的に組み合わせて利用していくことが必要】 

 

〇 サービスの利用回数と施設等検討の状況では、通所系サービスを頻回に利用しているほ

ど「施設等を検討していない」との回答が多くなる傾向が見られました。訪問系サービス

においては、全国的な傾向とは異なり利用増加とともに「施設を検討していない」との回

答が少なくなる結果となりました。しかしながら、頻回利用の調査サンプルが極端に少な

いこともあり、潜在的には訪問系については全国と同様の傾向があると考えられます。 

〇 サービスを頻回に利用している場合では、訪問系サービスの利用により概ね介護者不安

が軽減される傾向が見られました。通所系サービスの頻回利用については、「日中の排泄」

と「認知症への対応」について介護者不安の軽減の傾向が見られ、短期系サービスについ

ては、利用回数の増加が介護者不安を軽減する結果は得られませんでした。いずれも調査

サンプル数が少ないことに留意する必要がありますが、通所系、短期系については、全国

的な傾向とは異なる結果となりました。 

  通所系サービスについては介護者の負担を軽減するレスパイト機能としての役割が他地

域と比較して大きいと考えられ、短期系サービスについては適度な利用による介護者の負

担軽減効果はありますが、利用頻度が一定以上の場合は介護者の負担状況が厳しいものと

なっていることが表れていると考えられます。 

〇 以上のことから、介護者の負担を軽減するレスパイト機能を持つ通所系・短期系サービ

スと訪問系サービスをうまく組み合わせて利用していくことが、在宅限界点の向上に寄与

すると考えられます。 

 

【サービス利用回数と施設等検討の状況（訪問系、要介護３以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香美町 

全国 
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【サービス利用回数と施設等検討の状況（通所系、要介護３以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービス利用回数と施設等検討の状況（短期系、要介護３以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

香美町 

全国 

香美町 

全国 



- 68 - 

 

【サービス利用回数別・介護者が不安を感じる介護（訪問系、要介護３以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービス利用回数別・介護者が不安を感じる介護（通所系、要介護３以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービス利用回数別・介護者が不安を感じる介護（短期系、要介護３以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

香美町 

香美町 

香美町 

全国 

全国 

全国 
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３ 各種介護保険サービスの充実 

 

（１）サービス見込み量の推計手順 

 

 第８期介護保険事業計画におけるサービス見込み量は、厚生労働省提供の地域包括

ケア「見える化」システムを用い、香美町の認定者数・サービス利用者数・給付費等

の実績と今後の施設等整備計画を勘案し、下記の手順により推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．被保険者数の推計 
  人口推計から高齢者（６５歳以上）人口の将来動向を把握し、将来の被保険者数

を推計します。 

２．要支援・要介護認定者の推計 
  現状における性別・年齢別人口に占める要介護（要支援）者数の比率をもとに、

将来の高齢者人口から認定者数を推計します。 

３．施設・居住系サービス利用者（入所者）の見込み 
  施設・居住系サービスの給付実績及び当該施設の整備予定数を踏まえ、入所者数

を見込みます。 

４．居宅サービス受給者数の見込み 
推計した認定者数から施設・居住系サービス利用者（入所者）を除いた「標準的

居宅サービス等受給対象者」に受給率を乗じて、各年度の介護度別受給者数を推計

します。 

※受給者数…施設等に入所していない要介護認定者で、何らかの居宅サービスを

利用すると思われる人数 

５．居宅サービス利用者数・利用見込み量の推計 
推計した各年度の介護度別受給者数に、サービス別の利用率を乗じ、当該サービ

スの年度別、要介護度別利用者数を推計し、利用者１人あたりの利用回数を見込み、

将来のサービス別の供給量を推計します。 

※利用者数…実際にサービスを利用する人数 

６．介護（介護予防）給付等費の推計 
  サービス別供給量に居宅系サービスには１回（日）あたり、施設・居住系サービ

スには１か月あたりの給付費をそれぞれ乗じて総給付費を算定します。 
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（２）高齢者人口等の推計 

 

① 高齢者人口（第１号被保険者数）の推計 

 

 高齢者人口は、計画期間である令和５年度までの香美町の高齢者人口と、中長期的

な推計として令和７年及び令和２２年の高齢者人口について、厚生労働省から提供さ

れた推計人口（注１）を使用しました。 

 

 注１ 国立社会保障・人口問題研究所の地域別将来推計人口（平成３０年３月）をもとに、推計人口と第

１号被保険者数との乖離を補正した推計値（令和元年度の推計人口と第１号被保険者数が一致するよ

うに補正係数を算出し、これを各年の国立社会保障・人口問題研究所の地域別将来推計人口に乗じる

ことにより算出したものです。総人口については国勢調査人口がベースとなっているため、住民基本

台帳人口とは差異があります。高齢化率についても同様です） 

 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度  令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 

 総人口 16,090人 15,769人 15,447人  14,803人 13,282人 11,813人 10,423人 

 

40～65歳未満 5,062人 4,921人 4,780人  4,497人 3,813人 3,307人 2,793人 

高齢者数 

（第１号被保険者数） 
6,735人 6,702人 6,667人 

 
6,600人 6,335人 5,904人 5,508人 

 

前期高齢者 2,758人 2,711人 2,667人  2,574人 2,272人 1,918人 1,730人 

後期高齢者 3,977人 3,991人 4,000人  4,026人 4,063人 3,986人 3,778人 

後期高齢化率 24.7％ 25.3％ 25.9％  27.2％ 30.6% 33.7% 36.2％ 

高齢化率 41.9％ 42.5％ 43.2％  44.6％ 47.7% 50.0% 52.8％ 

 ※各年度１０月１日現在の推計人口 
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② 認定者数の推計 

 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度  令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 

第１号被保険者数 6,735人 6,702人 6,667人  6,600人 6,335人 5,904人 5,508人 

 
認定者数 1,370人 1,377人 1,384人  1,389人 1,395人 1,395人 1,380人 

認定率 20.3% 20.5% 20.8%  21.0% 22.0% 23.6% 25.1% 

第２号被保険者数 5,062人 4,921人 4,780人  4,497人 3,813人 3,307人 2,793人 

 
認定者数 20人 20人 20人  19人 16人 15人 11人 

認定率 0.4% 0.4% 0.4%  0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 

認定者数の合計 1,390人 1,397人 1,404人  1,408人 1,411人 1,410人 1,391人 

 ※各年度１０月１日現在の推計認定者数 
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③ 要介護度別認定者数の推計 

 
 香美町の認定者数は平成２９年度から令和２年度にかけて徐々に増加しています。 
 今後、高齢者数は減少傾向にあるものの後期高齢者の割合が増加すること、また、
一人暮らし高齢者や日中独居の高齢者が増加すると思われることから、中重度認定者
数へは増加誘因が働きますが、介護予防・日常生活支援総合事業をはじめ、施設・事
業所のケアレベルの向上、健康増進関係事業など様々な環境的要因により中重度認定
者の割合が減少してきたことを考慮すると、中重度認定者数は大きな増加はなく推移
すると見込まれます。認定者の総数は令和３年度以降も緩やかな増加傾向が続き、令
和１２年前後にピークを迎えると推測しています。 

（人） 

令
和
22
年
度 

第１号被保険者 257 205 268 202 142 169 137 1,380 

  
前期高齢者 11 9 9 7 4 7 10 57 

後期高齢者 246 196 259 195 138 162 127 1,323 

第２号被保険者 1 1 2 1 2 2 2 11 

総数 258 206 270 203 144 171 139 1,391 

 

  要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

令
和
3
年
度 

第１号被保険者 255 198 261 200 144 172 140 1,370 

  
前期高齢者 16 13 15 13 5 12 15 89 

後期高齢者 239 185 246 187 139 160 125 1,281 

第２号被保険者 2 2 3 1 4 3 5 20 

総数 257 200 264 201 148 175 145 1,390 

令
和
4
年
度 

第１号被保険者 255 198 265 203 145 172 139 1,377 

  
前期高齢者 16 13 15 13 5 12 15 89 

後期高齢者 239 185 250 190 140 160 124 1,288 

第２号被保険者 2 2 3 1 4 3 5 20 

総数 257 200 268 204 149 175 144 1,397 

令
和
5
年
度 

第１号被保険者 255 200 266 202 145 174 142 1,384 

  
前期高齢者 15 13 15 13 5 12 15 88 

後期高齢者 240 187 251 189 140 162 127 1,296 

第２号被保険者 2 2 3 1 4 3 5 20 

総数 257 202 269 203 149 177 147 1,404 
          

令
和
7
年
度 

第１号被保険者 256 200 269 203 146 174 141 1,389 

  
前期高齢者 15 13 15 13 5 10 14 85 

後期高齢者 241 187 254 190 141 164 127 1,304 

第２号被保険者 2 2 3 1 4 3 4 19 

総数 258 202 272 204 150 177 145 1,408 
          

令
和
12
年
度 

第１号被保険者 258 203 271 205 145 173 140 1,395 

  
前期高齢者 14 11 12 10 5 10 12 74 

後期高齢者 244 192 259 195 140 163 128 1,321 

第２号被保険者 2 2 2 1 3 2 4 16 

総数 260 205 273 206 148 175 144 1,411 
          

令
和
17
年
度 

第１号被保険者 259 205 269 206 145 172 139 1,395 

  
前期高齢者 13 10 11 9 4 9 11 67 

後期高齢者 246 195 258 197 141 163 128 1,328 

第２号被保険者 2 2 2 1 3 2 3 15 

総数 261 207 271 207 148 174 142 1,410 
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（３）介護保険サービス量の見込みとサービスの基盤整備 

  

居宅サービス及び介護予防サービス、施設サービス並びに地域密着型サービスにつ

いて、平成３０年度から令和２年度までの利用実績と「在宅介護実態調査（令和元年

１１月～令和２年２月実施）」の結果を踏まえ、令和３年度から令和５年度のサービ

ス利用量を見込みます。また、今後の高齢化の進行を考慮した中・長期的な将来推計

を行うため、参考推計値として令和７年度、令和２２年度の推計値も見込みます。 

 さらに、「介護施設等整備意向調査（令和２年３月実施）」の結果を踏まえた香美町

のサービスの基盤整備の方向性を示すとともに、その利用量を考慮した推計値を見込

みます。 

 また、高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受ける「共生型サービス事

業所」についても国の動向に沿って推進します。 

 

 

◇サービス基盤整備の取組みの方向性 

 

 全国的に介護職員が不足している状況において、町内の施設・事業所についても介

護職員の確保は喫緊かつ重要な課題となっています。 

 また、介護職員不足に加え、今後は生産年齢人口や高齢者人口が減少していくと見

込まれている中、新たに介護サービスを実施する事業者も多くないため、基盤整備の

取組みの方向性は、現状のサービス提供体制を維持・継続し、安定的なサービスの提

供を確保することが中心となってきます。 

 介護職員確保のための支援や業務の改善による効率化を推進し、施設・事業所の安

定した運営を図ると同時に、増加するニーズに対応するため新たに事業実施を検討し

ている事業者の情報収集を継続して行い、サービス提供体制の確保に努めます。 

 

① 居宅サービスの整備 

  各サービス事業所とも介護職員の確保に苦慮している状況であるため、引き続き

職員確保を支援するとともに、業務の改善による効率化を進め、安定的なサービス

提供の維持・継続を図ります。 
 

② 地域密着型サービスの整備 

  各サービス事業所とも介護職員の確保に苦慮している状況であるため、引き続き

職員確保を支援し業務の改善による効率化を進め、安定的なサービス提供の維持・

継続を図るとともに、認知症高齢者の増加を考慮し、認知症対応型共同生活介護（グ

ループホーム）事業所の整備を推進します。また、第８期計画期間後の在宅サービ

スのニーズ増加に対応するため、令和７年度を目途に小規模多機能型居宅介護事業

所の整備を推進します。 
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③ その他 

  施設入所待機者は減少しているものの、依然として解消には至っておらず、また、

全国的な介護職員不足から新たな施設整備を行う事業者も多くありません。 

  香美町においても介護職員不足の問題は優先して取り組む課題であり、介護職員

確保のため支援の更なる充実を図りますが、施設サービスが居宅サービスに比べて

より介護職員を必要とすること、居宅サービスの事業所整備に比べて施設の整備費

用がかなり大きく、将来的な人口減少を考慮すると費用回収に困難が予想されるこ

となどから、新たに施設整備を行う事業者の参入は難しいと考えます。 

  このため、必要なサービスを効果的に組み合わせて利用することにより、可能な

限り在宅で生活できる環境を整えるため、地域包括支援体制の充実と介護予防の推

進強化及び人材確保支援を中心とした各介護サービスの充実、維持継続を図ります。 

  さらに、中重度の要介護認定者の在宅生活を継続可能とするためには、訪問系介

護サービスのさらなる充実もさることながら、日中・夜間を通じ随時サービスを受

けることができる居宅サービスの需要も高まると考えられることから、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護等の新たなサービスについても需要動向を見ながら検討

していきます。 

 

 

 ○基盤整備予定数の一覧（上段：利用者数、下段：整備施設（事業所）数） 

 
 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 ~令和7年度 

認知症対応型共同生活介護   
9人 
（1） 

 

小規模多機能型居宅介護    
29人 
（1） 
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◇介護保険サービス量の見込み 

 

① 訪問系・在宅系サービスの充実 

  

ア 訪問介護（ホームヘルプ） 

 

 介護福祉士等が家庭を訪問し、入浴・排泄・食事などの介護サービスや、調理・洗

濯・掃除などの身の回りの世話を行うサービスです。 

  

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

訪問介護 
24,226回 

（1,354人） 

22,257回 

（1,239人） 

25,256回 

（1,284人） 

 

◇現状と取組み方針 

 平成３０年度から令和２年度の実績見込みにおける利用人数を見ると、一旦減少し

ましたが今後増加する傾向が出ています。今後も認定者数の増加により、利用人数は

増加すると見込み、利用者のニーズに対応できるよう充実したサービス提供体制の確

保に努めていきます。 

 なお、介護予防訪問介護は平成２８年度から介護予防・日常生活支援総合事業へ移

行されました。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

訪問介護 
25,459 回 

（1,296人） 

26,021回 

（1,332人） 

25,668回 

（1,308人） 

24,930 回 

（1,260人） 

23,202回 

（1,200人） 
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イ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

 

 介護士と看護師が要介護者等の自宅を入浴車等で訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで

入浴の介護を行うサービスです。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

訪問入浴介護 291回 180回 142回 

介護予防訪問入浴介護 0回 0回 0回 

 

◇現状と取組み方針 

 訪問入浴介護の利用人数は重度の要介護者を中心に数人程度であり、利用回数は減

少してきていますが、今後も重度の要介護者を中心としたニーズは大きく変わらない

と推測し利用回数も同程度で推移するものと見込んでいます。 

 重度の要介護者を在宅で支援するために必要不可欠なサービスであるため、利用者

のニーズに応じたサービス提供体制の確保に努めていきます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

訪問入浴介護 142回 142回 142回 142回 142回 

介護予防 

訪問入浴介護 
0回 0回 0回 0回 0回 
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ウ 訪問看護・介護予防訪問看護 

 

 看護師等が、要介護者等のうち病状が安定期にある人等の自宅を訪問し、医師の管

理下において療養上の看護や必要な診療の補助を行うサービスです。 

  

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

訪問看護 5,886回 5,755回 6,767回 

介護予防訪問看護 2,059回 2,031回 2,408回 

 

◇現状と取組み方針 

 平成３０年度から令和２年度の実績見込みにおける利用回数を見ると、医療施策の

在宅への復帰促進から訪問看護の利用回数は増加しており、今後も在宅医療系サービ

スのニーズは高まることが予想されるため、増加すると見込んでいます。 

 医療依存度の高い高齢者のニーズに応じた医療系サービスの提供体制の確保に努

めていきます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

訪問看護 7,154回 7,432回 7,326回 7,262回 7,106回 

介護予防 

訪問看護 
2,594回 2,594回 2,594回 2,594回 2.671回 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 

 

エ 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・介護予防訪問リハビリ） 

 

 理学療法士・作業療法士等が要介護者等の自宅を訪問し、心身機能の維持回復を図

り、日常生活の自立を助けるために機能訓練を行うサービスです。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

訪問リハビリ 0回 6回 0回 

介護予防訪問リハビリ 0回 6回 0回 

 

◇現状と取組み方針 

 平成３０年度から令和２年度の実績見込みでは、訪問リハビリと介護予防訪問リハ

ビリの利用は多くありません。 

 現状として、訪問看護ステーションから理学療法士が看護としてのリハビリ指導を

行っているため、訪問リハビリの事業所としての利用者は見込んでいません。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

訪問リハビリ 0回 0回 0回 0回 0回 

介護予防 

訪問リハビリ 
0回 0回 0回 0回 0回 
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オ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

 

 通院が困難な要介護者等の自宅を医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養

士等が訪問し、療養上の管理及び指導を行うサービスです。 

  

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

居宅療養管理指導 1,049人 1,075人 948人 

介護予防居宅療養管理指導 461人 511人 600人 

 

◇現状と取組み方針 

平成３０年度から令和２年度にかけての実績見込みにおける利用人数はやや増加

しており、今後も同様の状況が予想されるため、微増すると見込んでいます。 

 ７割から８割程度が医師の訪問診療によるものであり、利用人数の傾向は今後も続

くと見込まれますので、医師会、歯科医師会等と連携し、引き続き利用者のニーズに

応じたサービス提供体制の確保に努めていきます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

居宅療養 

管理指導 
960人 1,008人 1,020人 1,020人 972人 

介護予防居宅 

療養管理指導 
612人 612人 624人 624人 636人 
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カ 通所介護（デイサービス） 

 

 デイサービスセンター等に通い、入浴・食事の提供、健康チェック、相談・助言等、

日常生活の世話や機能訓練を受けられるサービスです。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

通所介護 17,262回 18,709回 19,729回 

 

◇現状と取組み方針 

 居宅サービスの中で利用希望が最も多いサービスであり、年々利用人数は増加して

います。今後も、認定者数の増加により利用人数が増えることが予想され供給体制の

不足が生じないよう、地域密着型通所介護を始めとした居宅サービスと連携しながら

供給体制の確保に努めていきます。 

 なお、制度改正によって、小規模な通所介護事業所（定員１８人以下）は平成２８

年度から地域密着型通所介護へ移行されました。また、介護予防通所介護も同年度に

介護予防・日常生活支援総合事業へ移行されました。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

通所介護 19,904 回 20,213回 19,817回 19,613 回 19,205回 
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キ 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（デイケア） 

 

 老人保健施設や医療機関に通い、主治医のもと心身機能の維持回復と日常生活の自

立のために必要な機能訓練等が受けられるサービスです。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

通所リハビリ 
1,840回 

（325人） 

1,656回 

（301人） 

1,628回 

（300人） 

介護予防通所リハビリ 184人 197人 144人 

 

◇現状と取組み方針 

 平成３０年度から令和２年度の実績見込みにおける利用人数を見ると、通所リハビ

リ全体の利用人数は、月平均４０人前後で推移しています。 

 事業所の数が少ないですが、利用ニーズが高いサービスでもあることから、関係医

療機関と協議を行いながら定員等の提供体制確保に努めます。また、自立した生活に

向けて、自立促進のために適正なケアプラン作成を推進します。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

通所リハビリ 
1,691回 

（312人） 

1,735回 

（324人） 

1,810回 

（336人） 

1,735回 

（324人） 

1,628回 

（300人） 

介護予防 

通所リハビリ 
144人 144人 156人 156人 156人 
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ク 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

 

 特別養護老人ホームなどに短期入所し、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常

生活上の世話を受けられるサービスです。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

短期入所生活介護 16,717日 15,888日 16,025日 

介護予防短期入所生活介護 683日 1,102日 1,032日 

 

◇現状と取組み方針 

 短期入所生活介護全体の利用日数は、要介護（支援）認定者全体で見ると大きな増

減なく推移しています。 

 需要の多いサービスであり、限られたベッド数を有効に利用するためにも、ショー

トステイの利用調整会議の開催により、有効な利用を引き続き図りながら、供給体制

の確保に努めます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

短期入所 

生活介護 
16,172 日 16,484日 16,294日 15,853 日 15,185日 

介護予防短期 

入所生活介護 
1,013日 1,013日 902日 902日 1,032日 
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ケ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（ショートステイ） 

 

 老人保健施設や介護医療院等に短期入所し、医学的管理の下で、介護・機能訓練、

その他必要な医療並びに日常生活上の世話を受けられるサービスです。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

短期入所療養介護 3,334日 2,466日 2,632日 

介護予防短期入所療養介護 206日 173日 164日 

 

◇現状と取組み方針 

 短期入所療養介護全体の利用人数は、月平均、平成３０年度で３２人、令和元年度

で２６人、令和２年度見込みで２４人と減少傾向で推移しています。 

 直近３年間では減少傾向にありますが、ニーズは現状と同程度の状況が続くと予想

し、現状とほぼ同人数で推移すると見込んでいます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

短期入所 

療養介護 
2,646日 2,761日 2,761日 2,761日 2,516日 

介護予防短期 

入所療養介護 
164日 164日 164日 164日 164日 
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コ 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 

 

 有料老人ホームや養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの特定施設に

入居している要介護者などに対し、介護サービス・家事援助サービス・生活や健康に

関する相談など、要介護者が日常生活を送るにあたって必要な世話を提供するサービ

スです。  

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

特定施設入居者生活介護 216人 221人 276人 

介護予防特定施設入居者生活介護 89人 89人 108人 

 

◇現状と取組み方針 

 香美町の利用者は、兵庫県内の養護老人ホームや軽費老人ホーム、近隣県の有料老

人ホームが主でしたが、近年では他市町のサービス付き高齢者向け住宅の利用者が増

加しています。 

 兵庫県内でも多くのサービス付き高齢者向け住宅が整備されているため、今後も利

用者の増加が見込まれます。香美町でも自宅では生活が困難となる方への対策として、

利用者ニーズの動向を見ながら、サービスの提供体制の確保に努めていきます。 

 

＜見込量＞ 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

特定施設 

入居者生活介護 
300人 324人 348人 348人 336人 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 
108人 108人 108人 108人 108人 
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サ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

 

 要介護者などの日常生活の自立を支援する用具や福祉機器を貸与するサービスで

す。 

 福祉用具の種目には、車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ

防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊

感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置があります。 

 

【実績】 

 
平成30年度 令和元年度 

令和2年度 

（見込み） 

福祉用具貸与 3,090人 3,224人 3,516人 

介護予防福祉用具貸与 2,230人 2,339人 2,400人 

 

◇現状と取組み方針 

 平成３０年度から令和２年度の実績見込みを見ると、福祉用具貸与全体の利用人数

は認定者数と同様に増加しています。 

 利用の多い福祉用具貸与品目としては、特殊寝台（付属品含む）や車いす貸与、ス

ロープ貸与が多くを占めています。 

 今後も、認定者数の増加により利用人数が増えることが予想されますので、サービ

ス提供体制の確保に努めていきます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

福祉用具貸与 3,576人 3,588人 3,516人 3,528人 3,396人 

介護予防 

福祉用具貸与 
2,604人 2,616人 2,628人 2,640人 2,676人 
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 シ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

 

 福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄などに使用する用具の購入費が支給

されるサービスです。（支給額は、年間１０万円を上限とします。） 

 福祉用具の種目は、腰掛便座・入浴補助用具・特殊尿器・簡易浴槽・移動用リフト

のつり具・自動排泄処理装置の交換可能部品です。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

特定福祉用具販売 63人 59人 96人 

特定介護予防福祉用具販売 50人 42人 36人 

 

◇現状と取組み方針 

平成３０年度から令和２年度の実績見込みにおける利用人数を見ると、特定福祉用

具販売全体の利用人数は、月平均８人程度で推移しており、特定介護予防福祉用具販

売の利用人数の割合が減少しています。 

 在宅におけるサービス利用を考慮し、利用人数は同数程度で推移すると見込み、適

切なサービス利用の普及と啓発に努めます。 

 

＜見込量＞ 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

特定福祉 

用具販売 
96人 96人 96人 96人 96人 

特定介護予防 

福祉用具販売 
36人 36人 36人 36人 36人 

 

 
  

 
 



- 87 - 

 

ス 住宅改修・介護予防住宅改修 

 

 移動や排泄などにかかる負担を軽減するため、要介護者等の自宅の改修等を行った

場合に利用者負担分を除いた改修費用を支給します。（給付対象費用は２０万円限度） 

 住宅改修の種類には、手すりの取付け・床段差の解消・床面等の材料変更・扉を引

き戸等への取替え・便器を洋便器への取替え等があります。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

住宅改修 32人 34人 36人 

介護予防住宅改修 58人 56人 60人 

 

◇現状と取組み方針 

 平成３０年度から令和２年度の実績見込みにおける利用人数を見ると、住宅改修全

体の利用人数は、月平均８人程度で推移しています。 

 在宅におけるサービス利用を考慮し、利用人数は同数程度で推移すると見込み、適

切なサービス利用の普及と啓発に努めます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

住宅改修 36人 36人 36人 36人 36人 

介護予防 

住宅改修 
60人 60人 60人 60人 60人 
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セ 居宅介護支援・介護予防支援 

 

 居宅サービスが適切に利用できるように、介護支援専門員（ケアマネジャー）が、

要介護者や家族の希望を受けて、ケアプラン（使用するサービスの種類・内容などの

計画）を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整や情報提供を行うサービ

スです。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

居宅介護支援 4,974人 5,122人 5,304人 

介護予防支援 2,585人 2,626人 2,628人 

 

◇現状と取組み方針 

 平成３０年度から令和２年度の実績見込みにおける利用人数を見ると、認定者数の

増加に伴い利用人数は増加しています。 

 今後も、認定者数の増加により利用人数が増えることが予想されますが、グループ

ホーム、小規模多機能型居宅介護などの利用増加により、若干の増減はあるもののほ

ぼ同水準で推移すると見込んでいます。 

 また、介護支援専門員は、介護保険制度運用の中核を担っていることから、増加す

る要介護者等へのケアマネジメントに対応するため、介護支援専門員をメンバーとす

る「ケアマネ連絡会」を開催する等、資質向上に努めます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 

居宅介護支援 5,316人 5,340人 5,268人 5,220人 4,992人 

介護予防支援 2,796人 2,820人 2,844人 2,844人 2,880人 
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② 施設サービスの充実 

 

ア 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 

 寝たきりや認知症等、自立した生活が難しい要介護者に対して、入浴・排泄・食事

等の日常生活上の介護、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行うことを目的とす

る施設です。医療分野における回復期機能の強化・在宅復帰の促進、療養病床の再編

等に伴う介護需要への対応や介護離職ゼロの実現に繋がるサービスとしても想定さ

れています。 

 

【実績】                            （人/月） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

平成30年度 8 16 55 93 69 241 

令和元年度 8 14 52 97 63 234 

令和2年度 
（見込み） 7 12 55 99 62 235 

 

◇現状と取組み方針 

 利用人数を見ると、平成３０年度は月平均２４１人の利用がありましたが、その後

の利用人数はやや減少しています。香美町の令和２年４月現在の待機者数は 

１４１名（平成２９年４月現在の待機者数は１７４名）、内要介護３以上の待機者数

は７３名（同９２名）あり、在宅で過ごされている重度の方も存在します。待機者の

解消は重要な課題として捉え、地域包括支援体制の充実と介護予防の推進強化及び居

宅サービスの充実・継続を図りながら、待機者解消を推進していきます。 

 

【見込み】                            （人/月） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

令和3年度 7 12 55 99 62 235 

令和4年度 7 12 55 99 62 235 

令和5年度 7 12 55 99 62 235 

令和7年度 7 12 55 100 61 235 

令和22年度 7 12 54 98 60 231 
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イ 介護老人保健施設 

 

 病状が安定し入院の必要がない要介護者に対して、自立と家庭復帰を目標として、

看護、医学的管理の下における介護及び機能回復訓練その他必要な医療、並びに日常

生活上の介護を行うことを目的とする施設です。 

 

【実績】                            （人/月） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

平成30年度 16 9 11 9 8 53 

令和元年度 13 15 10 10 11 59 
令和2年度 

（見込み） 
12 18 18 14 13 75 

 

◇現状と取組み方針 

 平成３０年度から令和２年度の実績見込みにおける利用人数を見ると、介護老人保

健施設の利用人数は、町外施設の利用者により増加しています。 

 施設利用者は、長期間にわたり入所する傾向が見られますが、介護老人保健施設は

在宅復帰を目的とした施設であるため、在宅復帰に向けて、復帰後の生活も視野に入

れたサービスの提供など、在宅復帰機能の充実を図る必要があります。 

 

【見込み】                           （人/月） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

令和3年度 12 18 18 14 13 75 

令和4年度 12 18 18 14 13 75 

令和5年度 12 18 18 14 13 75 

令和7年度 12 18 18 14 13 75 

令和22年度 12 18 18 14 13 75 
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ウ 介護療養型医療施設 

 

 療養病床等を有する病院または診療所であって、入院する病状が安定期の要介護者

に対して、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護及び機能回復訓練等の必要

な医療を行うことを目的とする施設です。 

 

【実績】                            （人/月） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

平成30年度 0 2 2 2 4 10 

令和元年度 0 2 1 2 3 8 
令和2年度 

（見込み） 
0 0 0 1 1 2 

 

◇現状と取組み方針 

 実績における利用人数を見ると、月平均９人程度で推移していましたが、介護療養

型医療施設については、廃止期限が令和５年度末までとなっており、施設の転換等に

伴い今後利用者は減少していくと考えられます。 

 なお、高齢化の進展により増加が見込まれる慢性期の医療と介護のニーズを併せ持

つ高齢者に対応するため、新たに「介護医療院」が創設されましたが、町内の介護療

養型医療施設については既に介護医療院へ転換済です。 

 

【見込み】                           （人/月） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

令和3年度 0 0 0 1 1 2 

令和4年度 0 0 0 1 1 2 

令和5年度 0 0 0 1 1 2 

令和7年度 0 0 0 0 0 0 

令和22年度 0 0 0 0 0 0 
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 エ 介護医療院 

 

 長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」

や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備

えた施設です。 

 

【実績】                            （人/月） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

平成30年度 0 0 0 0 0 0 

令和元年度 0 0 0 0 0 0 
令和2年度 

（見込み） 
0 0 2 4 2 8 

 

◇現状と取組み方針 

 創設されて間もないサービスですが、町内の介護療養型医療施設が令和２年度に転

換したため新たに実績が出ています。 

 第８期計画期間中は同程度の利用を見込みます。 

 

【見込み】                           （人/月） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

令和3年度 0 0 2 4 2 8 

令和4年度 0 0 2 4 2 8 

令和5年度 0 0 2 4 2 8 

令和7年度 0 0 2 5 3 10 

令和22年度 0 0 2 5 3 10 
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③ 地域密着型サービスの充実 

 

ア 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 

 

 認知症の要介護者が、共同生活を営む住宅（グループホーム）において、入浴、排

泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を受けられるサービスで

す。 
 
【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 
（見込み） 

認知症対応型共同生活介護 68人/月 69人/月 66人/月 

介護予防認知症対応型共同生活介護 1人/月 1人/月 0人/月 
 
◇現状と取組み方針 

 平成３０年度から令和２年度の実績見込みにおける利用人数を見ると、やや減少傾

向で推移しています。 

 今後の高齢化の進展により認知症高齢者は増加すると考えられるため、令和５年度

に認知症対応型共同生活介護事業所（９人）を整備し、認知症高齢者を支援する各種

事業の強化と合わせて、サービス提供体制の確保に努めていきます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 
認知症対応型 
共同生活介護 66人/月 66人/月 75人/月 75人/月 74人/月 

介護予防 
認知症対応型 
共同生活介護 

0 人/月 0人/月 0人/月 0 人/月 0人/月 

 
 
＜認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の日常生活圏域別利用者数等の推計＞ 

 
令和3年度 令和4年度 令和5年度 

香住区 村岡区 小代区  香住区 村岡区 小代区  香住区 村岡区 小代区  

利用者数[人/月] 41 19 6 66 41 19 6 66 49 20 6 75 
施設数 4 1 ― 5 4 1 ― 5 5 1 ― 6 

ユニット数 5 2 ― 7 5 2 ― 7 6 2 ― 8 
定員[人/月] 45 18 ― 63 45 18 ― 63 54 18 ― 72 
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イ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

 

状態が比較的安定した認知症の要介護者がデイサービスセンター等に通い、入浴、

食事の提供、相談・助言等、日常生活の世話や機能訓練を受けるサービスです。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

認知症対応型通所介護 7人/月 6人/月 7人/月 

介護予防認知症対応型通所介護 0人/月 1人/月 0人/月 

 

◇現状と取組み方針 

 香美町では、共用型事業所として平成２８年度に新たに１事業所が開設されて以降、

利用者数は月平均７人程度で推移しています。比較的重度の方も利用されており認知

症対策として今後も重要なサービスであるため、サービス提供体制の確保に努めてい

きます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 
認知症対応型 
通所介護 7 人/月 7人/月 7人/月 7 人/月 7人/月 

介護予防 
認知症対応型 
通所介護 

0 人/月 0人/月 0人/月 0 人/月 0人/月 
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ウ 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 

 

 「通い（日中ケア）」を中心として、要介護者の状態や希望に応じて「訪問（訪問

ケア）」や「泊まり（夜間ケア）」を組み合わせて、在宅での生活維持を支援するサー

ビスです。 

 具体的には「通い」が中心で、必要に応じて「通い」の延長である「泊まり」を提

供し、「訪問」は「通い」では対応できない場合や、見守りや声かけなど「通い」以

外の利用の方法で在宅生活を支援するものです。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

小規模多機能型居宅介護 4人/月 8人/月 11人/月 

介護予防小規模多機能型居宅介護 3人/月 4人/月 5人/月 

 

◇現状と取組み方針 

香美町では、利用希望が多い通所介護サービスとしての「通い」や短期入所介護サ

ービスとしての「泊まり」等、住み慣れた地域の中で生活を維持する有効なサービス

として、平成３０年４月に１事業所（２９人定員）が開設されました。 

 今後は介護離職ゼロの実現に繋がるサービスとして、利用者の増加を図るとともに

サービスの提供体制の確保に努めていきます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 
小規模多機能 
型居宅介護 10人/月 13人/月 16人/月 32人/月 44人/月 

介護予防小規模 
多機能型居宅介護 6 人/月 8人/月 9人/月 12人/月 14人/月 
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エ 地域密着型通所介護 

 

 小規模な通所介護事業所・介護予防通所介護事業所（１月あたりの平均利用延人員

数が３００人以内（定員１８人以下））については、少人数で生活圏域に密着したサ

ービスであることから、地域との連携や運営の透明性の確保が必要であり、また、地

域包括ケアシステムの構築を図る観点から、平成２８年４月から地域密着型サービス

に移行しています。 

 

【実績】 

 平成30年度 令和元年度 
令和2年度 

（見込み） 

地域密着型通所介護 11,870回 12,751回 12,452回 

 

◇現状と取組み方針 

 地域密着型サービスの中でも利用希望が多いサービスであり、今後も認定者数の増

加により利用人数が増えることが予想され供給体制の不足も懸念されることから、供

給体制の確保を進めます。 

 また、生活圏域毎の供給バランスも考慮しながら、供給体制の確保を進めます。 

 

【見込み】 

 令和3 年度 令和4年度 令和5年度 令和7 年度 令和22年度 
地域密着型 
通所介護 12,640 回 12,919回 12,719回 12,643 回 12,143回 

 

 

 

＜通所介護・地域密着型通所介護の日常生活圏域別定員数＞ 

 
香美町 

香住区 村岡区 小代区 計 

事業所数 5 3 1 9 

定員[人] 105 65 18 188 
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オ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

 在宅で生活している場合でも、日中・夜間を通じ、定期的な巡回訪問により、訪問

介護や訪問看護サービスの一体的なサービスを提供するものです。生活リズムに合わ

せた短時間利用のほか、昼夜を問わず随時対応も可能なサービスです。 

 

 

カ 夜間対応型訪問介護 

 

 居宅においても２４時間安心して生活できるように夜間の定期的な巡回訪問介護

と、通報による随時対応の訪問看護を組み合わせて利用するサービスです。 

 

 

キ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

 

 定員が２９人以下の小規模な特定施設に入居している要介護者に対して、介護サー

ビス・家事援助サービス・生活や健康に関する相談等、要介護者が日常生活を送るに

あたって必要な世話を提供するサービスです。 

 

 

ク 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

 定員が２９人以下の小規模な介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所して

いる要介護者に対して、入浴や排泄、食事、相談など日常生活上の介護、機能訓練等

を提供する施設サービスです。 

 

 

ケ 看護小規模多機能型居宅介護 

 

 看護サービスが必要な小規模多機能型居宅介護の利用者に対して、一事業者による

柔軟なサービス提供を可能とするため、医療ニーズの高い方でも小規模多機能型居宅

介護が利用しやすくなります。 
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４ 適切な介護保険料と利用者負担 

 

（１） サービス総給付額の見込み 

 令和３年度から令和５年度の保険給付費及び地域支援事業費の見込みは、次のとお

りです。 

 

① 保険給付費                          （千円） 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 計 

居 

宅 

サ 

ー 

ビ 

ス 

訪問介護 79,263 81,134 79,870 240,267 

訪問入浴介護 1,682 1,683 1,683 5,048 

訪問看護 47,007 48,687 48,111 143,805 

訪問リハビリ 0 0 0 0 

居宅療養管理指導 7,828 8,247 8,372 24,447 

通所介護 173,875 177,263 173,881 525,019 

通所リハビリ 14,134 14,579 15,119 43,832 

短期入所生活介護 128,952  131,516  130,199 390,667 

短期入所療養介護 26,621  27,709  27,709  82,039 

福祉用具貸与 45,194 45,271 44,649 135,114 

特定福祉用具販売 2,281 2,281 2,281 6,843 

住宅改修 3,266 3,266 3,266 9,798 

特定施設入居者生活介護 53,855 57,778  61,672 173,305 

小  計 583,958 599,414 596,812 1,780,184 

介 
護 

予 

防 

サ 

ー 

ビ 

ス 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 13,458  13,466  13,466  40,390 

介護予防訪問リハビリ 0 0 0 0 

介護予防居宅療養管理指導 3,966  3,968  4,044  11,978 

介護予防通所リハビリ 3,866  3,868  4,294  12,028 

介護予防短期入所生活介護 6,171  6,174  5,470  17,815 

介護予防短期入所療養介護 1,154 1,155 1,155 3,464 

介護予防福祉用具貸与 18,257 18,326 18,420 55,003 

特定介護予防福祉用具販売 639 639 639 1,917 

介護予防住宅改修 4,518 4,518 4,518 13,554 

介護予防特定施設入居者生活介護 8,138 8,143 8,143 24,424 

小  計 60,167 60,257 60,149 180,573 
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（千円）  

令和3年度 令和4年度 令和5年度 計 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0 0 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 3,840 3,842 3,842 11,524 

小規模多機能型居宅介護 23,110  28,248  34,782  86,140 

認知症対応型共同生活介護 199,539  199,649  226,992  626,180 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 113,301  116,042  114,865  344,208 

小  計 339,790 347,781 380,481 1,068,052 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

地
域
密
着
型 

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0 

介護予防小規模多機能型居宅介護 5,004 6,536 7,510 19,050 

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 

小  計 5,004 6,536 7,510 19,050 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 707,532  707,925  707,925  2,123,382 

介護老人保健施設 233,119  233,249  233,249  699,617 

介護療養型医療施設 8,584 8,589 8,589 25,762 

介護医療院 38,583  38,605  38,605  115,793 

小  計 987,818 988,368 988,368 2,964,554 

そ 

の 
他 

居宅介護支援 80,032  80,364  79,290  239,686 

介護予防支援 12,449  12,563  12,670  37,682 

特定入所者介護サービス費 88,215 81,463 81,864 251,542 

高額介護サービス費 35,262 35,172 35,348 105,782 

高額医療合算介護サービス費 7,660 7,660 7,660 22,980 

審査支払手数料 1,604 1,629 1,655 4,888 

小  計 225,222 218,851 218,487 662,560 

保険給付費合計 2,201,959 2,221,207 2,251,807 6,674,973 

 

② 地域支援事業費 

 介護予防・日常生活支援総合事業費は、前年度実績に７５歳以上高齢者の伸びを乗

じた額、包括的支援事業・任意事業費は、前年度上限額に高齢者数の伸び率を乗じた

額が上限と定められており、この範囲内で事業費を推計しています。 

                                 （千円） 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 計 

介護予防・日常生活支援総合事業費 82,403 83,929 85,489 251,821 

包括的支援事業・任意事業費 72,307 73,980 75,621 221,908 

合 計 154,710 157,909 161,110 473,729 
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（２）給付費の財源 

 

① 保険給付費の財源 

介護サービスを利用する場合、原則として費用の１割（所得により２割又は３割）

が自己負担となり、残りが保険から給付されます。その財源の半分は第１号被保険者

（65 歳以上）と第２号被保険者（40 歳～64 歳）の保険料、残りは国、県、町の負

担（公費）で賄います。 

 第８期計画の第１号被保険者の保険料率は 23％と示されていますが、市町村等に

よって65歳以上の高齢者の構成割合（第７期から年齢区分を65～74歳、75～84歳、

85 歳以上に細分化）及び所得段階構成割合が異なることなどを是正するため、国か

ら調整交付金が交付されるので、香美町の第８期計画の第１号被保険者の負担割合は

23％より少なくなると見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域支援事業の財源 

 地域支援事業は、平成28年度から総合事業に移行したことにより、①介護予防・

日常生活支援総合事業、②包括的支援事業・任意事業の２つの区分で上限管理を行う

ことになりました。 

 その財源構成は、介護予防・日常生活支援総合事業については、半分が国（25％）、

県（12.5％）、町（12.5％）の負担、残りの半分を保険料（第１号被保険者23％、第

２号被保険者 27％）で賄います。包括的支援事業と任意事業については、第１号被

保険者の負担割合は変わりませんが、第２号被保険者の負担がなく、国（38.5％）、

県（19.25％）、町（19.25％）で公費の占める割合が高くなっています。 
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（３）第１号被保険者の保険料 

 

第８期（令和３年度から令和５年度）における第１号被保険者の介護保険料は下記

のとおりです。 

 

① 第１号被保険者保険料の算定手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１「調整交付金調整見込額」…国が負担する「調整交付金相当額」は、通常、標準

給付見込額の５％が交付されますが、後期高齢者や所

得の低い高齢者が多い市町村に対しては、上乗せして

支払われます。 

※２「被保険者数」は所得段階別加入割合補正後の人数 

 

標準給付費見込額（R3～R5年度）     6,674,973千円 

＋地域支援事業費見込額  473,729千円 

×第１号被保険者負担割合   23％ 

第１号被保険者負担分          1,644,201千円 

保険料必要額              1,381,168千円 

保険料賦課総額             1,395,119千円 

（３年間の保険料で負担していただく総額） 

保険料基準額（月額）       ５，７９５円 

（保険料算定基礎額） 

保険料基準額（月額）    ５，３２９ 円 

－調整交付金調整見込額※1 263,033千円 

÷予定保険料収納率   99.0％ 

÷ 12か月 

÷被保険者数※2 20,064人（R3～R5年度） 

－介護給付費準備基金の取崩 111,000 千円(月額 466円) 
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●保険料増減額の主な要因（増減要因を記載） 

 

《増額要因》 

・要介護認定者数、サービス利用者数の増加による給付額の増加 

・６５歳以上被保険者数（第１号被保険者数）の減少 

・地域密着型サービス事業所の整備 

・介護報酬の改定（＋０．７％）（令和3年4月～） 

 

《減額要因》 

・介護給付費準備基金取崩し額の増加 

 

 将来の人口減少とともに高齢者数自体も減少すると見込まれますが、高齢

化は一段と進みます。それに伴い介護サービスの利用者が増加することに加

え、サービス基盤の充実を図る必要があるため、保険給付費が増加し保険料

が上昇する要因となっています。併せて、６５歳以上の被保険者が減少する

ことにより、給付総額に対する一人当たりの負担割合が増加することも大き

な要因となっています。 

 

●保険料上昇を抑える主な対応 

 

・介護給付費準備基金の取崩（１１１，０００千円） 

・低所得者（住民税非課税世帯）の保険料負担を軽減（乗率の引き下げ）する

ための公費（国５０％・県２５％・町２５％）投入の継続 

・介護認定及び介護給付の適正化の推進 

 

 介護給付費準備基金を取崩し保険料の軽減を図ります。また、低所得者の方

にとって負担が大きくならないよう、第７期から引き続き公費の投入等を行い

ます。 

 併せて、引き続き公平・適正な要介護認定を行うとともに、介護給付の適正

化を進めていきます。 
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② 第１号被保険者保険料の算定 

 

      令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計 

第１号被保険者数 6,735人 6,702人 6,667人 20,104人 

  前期（65～74歳） 2,758人 2,711人 2,667人 8,136人 

  後期（75歳～84 歳） 2,348人 2,362人 2,372人 7,082人 

  後期（85歳～） 1,629人 1,629人 1,628人 4,886人 

  所得段階別加入割合         

    第1段階 11.13% 11.13% 11.13% 11.13% 

    第2段階 9.98% 9.98% 9.98% 9.98% 

    第3段階 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% 

    第4段階 10.38% 10.38% 10.38% 10.38% 

    第5段階 22.66% 22.66% 22.66% 22.66% 

    第6段階 17.18% 17.18% 17.18% 17.18% 

    第7段階 12.47% 12.47% 12.47% 12.47% 

    第8段階 3.58% 3.58% 3.58% 3.58% 

    第9段階 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 

  所得段階別被保険者数         

    第1段階 750人 746人 742人 2,238人 

    第2段階 672人 669人 665人 2,006人 

    第3段階 631人 628人 625人 1,884人 

    第4段階 699人 696人 692人 2,087人 

    第5段階 1,526人 1,518人 1,511人 4,555人 

    第6段階 1,157人 1,151人 1,145人 3,453人 

    第7段階 840人 836人 831人 2,507人 

    第8段階 241人 240人 239人 720人 

    第9段階 219人 218人 217人 654人 

  合  計 6,735人 6,702人 6,667人 20,104人 

補正後被保険者数 6,721人 6,689人 6,654人 20,064人 
補正後被保険者数（弾力化後） － － － － 

標準給付費見込額 2,201,958,297円 2,221,207,273円 2,251,807,295円 6,674,972,865円 

地域支援事業費見込額 154,710,000円 157,909,000円 161,110,000円 473,729,000円 

第１号被保険者負担相当額 542,033,708円 547,196,743円 554,970,978円 1,644,201,429円 

調整交付金相当額 114,218,065円 115,256,814円 116,864,815円 346,339,693円 

調整交付金見込交付割合 9.15% 8.80% 8.45%   
調整交付金見込額 209,019,000円 202,852,000円 197,502,000円 609,373,000円 

財政安定化基金償還金 0円 0円 0円 0円 

保険料必要額   1,270,168,122円 

準備基金取崩額   111,000,000円 

予定保険料収納率   99.00% 

保険料基準額（年額）   63,950円 
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      令和7年度 

第１号被保険者数 6,600人 

  前期（65～74歳） 2,574人 

  後期（75歳～84歳） 2,397人 

  後期（85歳～） 1,629人 

  所得段階別加入割合  

    第1段階 11.13% 

    第2段階 9.98% 

    第3段階 9.37% 

    第4段階 10.38% 

    第5段階 22.66% 

    第6段階 17.18% 

    第7段階 12.47% 

    第8段階 3.58% 

    第9段階 3.25% 

  所得段階別被保険者数  

    第1段階 735人 

    第2段階 659人 

    第3段階 619人 

    第4段階 685人 

    第5段階 1,494人 

    第6段階 1,134人 

    第7段階 823人 

    第8段階 236人 

    第9段階 215人 

  合  計 6,600人 

補正後被保険者数 6,587人 

補正後被保険者数（弾力化後） － 
標準給付費見込額 2,280,677,671円 

地域支援事業費見込額 143,300,946円 

第１号被保険者負担相当額 567,210,996円 

調整交付金相当額 117,685,287円 

調整交付金見込交付割合 8.25% 

調整交付金見込額 194,181,000円 

財政安定化基金償還金 0円 

保険料必要額 490,715,284円 

準備基金取崩額 0円 

予定保険料収納率 99.00% 
保険料基準額（年額） 75,250円 
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③ 保険料率の段階設定区分 

 

 第８期の介護保険料は、所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、被保

険者及びその世帯の住民税課税状況等に応じた所得段階により次のように設定され

ています。 

所得段階 対象者 保険料負担率 
保険料年額 
（月額換算） 

第１段階 

・生活保護を受給している人 
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉
年金を受給している人 

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額（年金収入に係る所得を除
く）＋課税年金収入額が 80 万円以下
の人 

基準額×0.5 
 

※令和3～5年度 
[軽減後0.3] 

31,970円 

(2,664円) 
  

[軽減後] 

19,180円 

(1,598円) 

第２段階 

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計
所得金額（年金収入に係る所得を除く）
＋課税年金収入額が 80 万円を超え 120
万円以下の人 

基準額×0.75 
 

※令和3～5年度 
[軽減後0.5] 

47,960円 

(3,997円) 
  

[軽減後] 

31,970円 

(2,664円) 

第３段階 

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計
所得金額（年金収入に係る所得を除く）
＋課税年金収入額が 120 万円を超えて
いる人 

基準額×0.75 
 

※令和3～5年度 
[軽減後0.7] 

47,960円 
(3,997円) 

  
[軽減後] 

44,760円 
(3,730円) 

第４段階 

本人は住民税非課税だが、世帯内に住民
税課税者がいる人で、前年の合計所得金
額（年金収入に係る所得を除く）＋課税
年金収入額が80万円以下の人 

基準額×0.9 
57,550円 
(4,796円) 

第５段階 

本人は住民税非課税だが、世帯内に住民
税課税者がいる人で、前年の合計所得金
額（年金収入に係る所得を除く）＋課税
年金収入額が80万円を超えている人 

基準額 
63,950円 
(5,329円) 

第６段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金
額が120万円未満の人 

基準額×1.2 
76,740円 
(6,395円) 

第７段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金
額が120万円以上210万円未満の人 

基準額×1.3 
83,130円 
(6,928円) 

第８段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金
額が210万円以上320万円未満の人 

基準額×1.5 
95,920円 
(7,993円) 

第９段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金
額が320万円以上の人 

基準額×1.7 
108,710円 
(9,059円) 
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５ 介護保険制度の円滑な推進 

 

（１）介護人材の確保対策 

 

① 介護職員の充足状況 

 

 高齢者人口は減少局面を迎えていますが、より高齢化が進むことにより７５歳以上

の高齢者が増加し、介護が必要な人が増加するため、必要とされる介護従事者も同様

に増加していくことが見込まれています。 

 令和元年度に実施した介護施設等整備意向調査における事業所の人材確保状況の

調査結果は下記のとおりとなります。 

 充足率は、必要職員数を分母、雇用職員数を分子とした計算上の充足率になります

が、介護支援専門員をはじめとした有資格者を中心に職員の確保が難しくなっている

状況がわかります。なお、実際の雇用にあたっては、退職年齢になった方を引き続き

依頼し雇用したり、フルタイムで雇用したいところをパートタイムの雇用でやりくり

したりなど、状況はこの数値以上に厳しいと考えます。 

  

《人材確保状況調査結果》 

資格種別 

必要職員数 
（正規職員） 

必要職員数 
（臨時職員） 

雇用職員数 
（正規職員） 

雇用職員数 
（臨時職員） 

充足率 
（正規職員） 

充足率 
（臨時職員） 

充足率 
（合計） 

A B C D C/A D/B 
(C+D) 
/(A+B) 

介護福祉士 147人 23人 138人 25人 93.9% 108.7% 95.9% 

ヘルパー２級 17人 37人 15人 35人 88.2% 94.6% 92.6% 

看護師・准看護師 38人 31人 32人 32人 84.2% 103.2% 92.8% 

理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士 

7 人 3.5人 6人 3人 85.7% 85.7% 85.7% 

介護支援専門員 28人 3人 23人 2.5人 82.1% 83.3% 82.3% 

栄養士・管理栄養士 6 人 8人 4.5人 9.5人 75.0% 118.8% 100.0% 

その他資格職 4 人 0人 6人 0人 150.0% 0.0% 150.0% 

資格なし 39人 37人 41人 36人 105.1% 97.3% 101.3% 

計 286人 142.5人 265.5人 143人 92.8% 100.4% 95.3% 

 ※令和元年度香美町介護施設等整備意向調査結果より（町内法人のみ抜粋） 
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② 介護職員不足解消に向けた具体的な取組み 

 

 第８期介護保険事業計画にかかる兵庫県基本指針においては、第７期計画の基本的

な考え方を継続しつつ、「介護人材の確保・資質向上、介護業務の効率化・質の向上」

を重要な柱の一つと位置づけ、その推進方策について定めることとしています。その

取組みとして、「介護人材確保に向けた市町・団体支援事業」を活用するほか、「ひょ

うごケア・アシスタント推進事業」「介護人材確保・定着支援事業」等の施策を参考

にした取組みを推進しています。 

 香美町としても、兵庫県の取組みに基づき、地域の特性を踏まえた持続的な人材確

保・資質向上、業務の効率化・質の向上が図られるよう次のとおり取り組みます。 

 

 ア 介護人材確保・資質向上 

  介護保険事業所での、新規介護職員の確保が難しい状況の一助とするため、平成

２５年度に「介護職員育成奨励事業」を創設し、介護の仕事に必要な資格取得のた

めの研修受講料の助成を行ってきました。 

  平成２９年度からは、「介護職員確保対策事業」に事業を拡大し、町内介護保険

事業所に新たに就労した介護職員と、職員への処遇改善を実践する事業所へ助成金

を交付する制度を追加して設け、潜在的な有資格者も助成の対象としました。 

  また、これらの助成金制度と町内の介護保険事業所等を紹介した求人パンフレッ

トを制作し、関係機関に配付するなど、事業所の介護職員求人活動を支援しました。 

  第８期計画期間中は、次のとおり事業を実施し、事業所における介護職員の確保

と育成、資質の向上を支援します。 

 

  ○介護職員確保対策求人パンフレットの作成及び町内外学校等への配布 

  ○介護職員確保対策事業（就労者助成金）の実施（拡充） 

  ○介護職員確保対策事業（事業者助成金）の実施 

  ○I･Uターンによる町内介護施設就業者に対する家賃の一部助成（新規） 

  ○I･Uターンによる町内介護施設就業者に対する引越し費用の一部助成（新規） 

  ○初任者研修等受講者支援事業の実施（拡充） 

  ○ボランティアポイント制度を活用した事業所業務への支援について検討 

  ○町内介護施設就業者に対する奨学金返還支援について検討 

  ○国県補助事業等の活用可能な制度について随時検討 

  ○人材確保状況を毎年度調査し随時新たな支援策について検討 

 

 イ 業務の効率化・質の向上 

  将来的な介護職員の需給状況を見据えると、労働力制約が強まる中で「より少な

い人手でも回る福祉の現場を実現」することが必要となっています。人材不足によ

り増加する介護職員等の業務負担を軽減し、介護サービスの質を担保するため、次

のとおり事業所における業務の効率化・質の向上を支援します。 
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○介護ロボット導入や施設のＩＣＴ化整備等について、先進事例や国県補助事業

等の情報提供など積極的な取組みを推進するとともに取組みへの支援を実施 

 

  ○事業所における業務仕分け等による業務改善を推進 

    《業務改善等のイメージ》 

 
（令和2年1月21日 医療・介護ワーキンググループ厚生労働省提出資料より） 

 

  ○国が示す方針に基づき、申請（届出）様式・添付書類や手続きを簡素化し、様

式の標準化（独自様式を可能な限り減らす）を実施 

 
（令和2年1月21日 医療・介護ワーキンググループ厚生労働省提出資料より） 
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施策の目標 

 必要な人材が確保され、町内で必要とされるサービス量を安定して提供できるサー

ビス基盤が維持・継続されることを目標とします。（介護施設等整備意向調査における

「各職種について貴法人で必要と考える人数と実際に雇用されている人数」の設問に

ついて、各施設・事業所で必要とする職員数が確保された割合（充足率）により達成

度を判定します。） 

地域サポート施設に「むらおかこぶし園」が認定 

 

 兵庫県が、社会福祉法人による効果的な地域貢献活動の普及促進を図るた

め、地域住民のニーズを踏まえた地域貢献活動を行う特別養護老人ホーム等を

「地域サポート施設」とする知事認定制度を創設しています。 

 

 これまで７１施設が認定され、香美町では、「むらおかこぶし園」が令和２

年にはじめて認定されました。 

 事業は、①介護者支援事業として施設内の交流広場で「認知症カフェ」の開

催、②介護予防等の拠点の運営として地域に出向いての「出張介護教室」の取

組みです。 

 施設内で担当の職員を選抜し、「認知症カフェ」では、参加される当事者や

介護者、ボランティアの皆さんとなごやかに交流できるように工夫を凝らし、

「出張介護教室」ではわかりやすく説明するため、寸劇を組み入れて認知症の

理解を深めるような試みもされています。 

 職員さんの感想は、「取り組むしんどさもあるが、施設内の利用者のケアに

向き合うだけでなく、地域住民の生の声を聞く機会が得られ、さらに施設の理

解促進に役立ってうれしい」といきいき話されています。 

 

コラム 
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（２）介護給付適正化の推進（香美町介護給付適正化計画） 

 

① 介護給付適正化の基本的な考え方 

 介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真

に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことであり、

適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への

信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。 

 

② 適正化事業の推進 

 今後２０２５年（令和７年）を見据えた地域包括ケアシステムの構築を進めるため

には、必要な給付を適切に提供するための適正化事業を引き続き実施することが不可

欠です。そのため、引き続き国が示す適正化主要５事業（①要介護認定の適正化、②

ケアプランの点検、③住宅改修等の点検、④医療情報との突合・縦覧点検、⑤介護給

付費通知）を柱と考え、具体性・実効性のある構成・内容に見直しを行うことにより、

介護給付の適正化を推進します。 

 

③ 介護給付に係る適正化事務 

 ア 要介護認定の適正化 

  ⅰ 認定訪問調査の直営 

   利用者それぞれの心身状況や要介護度に応じて必要なサービスが適正に利用

できるよう、公正・公平な要介護認定が行われるように、新規、更新、区分変更

のすべて（遠隔地等を除く）の認定訪問調査について、町の認定訪問調査員が訪

問調査を行います。 

 

 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

申請件数 1,082件 1,205件 1,149件 

 
新規・区分変更 470件 477件 491件 

更新 612件 728件 658件 

町調査件数 1,078件 1,200件 1,145件 

委託件数 4件 5件 4件 

委託先事業者数 4か所 5か所 4か所 

  ⅱ 認定調査後の点検実施 

   認定訪問調査書においては、町の複数の職員により調査事後点検を行います。

また、遠隔地の調査を委託した場合でもその調査書について、町職員によるチェ

ックを行います。 

 

  ⅲ 認定審査会委員及び認定訪問調査員の研修等 

   兵庫県の実施する認定訪問調査員研修、認定審査会委員研修を踏まえて、均一

的な判断と、統一した判断基準により、適正な要介護認定を実施します。さらに、

町独自の認定訪問調査員研修を月に１回開催し、認定訪問調査員間の情報の共有

や調査基準の確認を行うことでより公平な認定を行います。また、認定審査会委

適正化主要５事業① 
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員に対しても研修会、勉強会等を実施すると共に、国、県等主催の研修会に参加

します。 

 

  ⅳ 要介護認定の格差是正及び平準化 

   要介護認定の結果において、下記事項について年一回の分析・検証を行うと共

に、格差是正及び介護認定の平準化を図ります。 

   ・一次判定から二次判定の軽重度変更率の分析 

   ・維持・改善可能性にかかる予防給付の判定割合を分析 

   ・各合議体の格差及び全国・県平均との格差の分析 

 

 

 

  イ ケアマネジメント等の適正化 

   ⅰ ケアプランの点検 

    利用者の自立支援のために適切な計画であるか等に着目したケアプランの

点検及び評価を行うため、国民健康保険団体連合会にケアプランの点検方法等

の指導を受けながらケアプランの点検に取り組みます。具体的には、毎月１回

保健師や理学療法士等専門職の協力のもとケアプラン支援会議を開催し、介護

支援専門員の対象者支援に資するべく点検を行うとともに、要支援認定者につ

いて居宅介護支援事業所へ委託した場合のケアプラン点検や、地域ケア会議等

で事例検討と合わせたケアプランの点検を実施します。 

    また、国が作成した「ケアプラン点検支援マニュアル」を積極的に活用し、

点検に携わる職員は、兵庫県が開催する研修に積極的に参加します。 

 

   ⅱ 住宅改修の点検 

    住宅改修費支給申請時及び完成報告時には現場写真による確認を行います

が、住宅改修費が高額なもの、改修規模が大きく複雑なものなどを中心に、受

給者宅の実態確認や工事見積書の点検を行い、住宅改修の必要性や緊急性等の

観点から、適正な住宅改修であるかどうかの点検を行います。 

 

   ⅲ 福祉用具購入の点検 

    福祉用具購入費の支給申請時に介護支援専門員の申請理由、福祉用具のカタ

ログ等で机上審査します。なお、破損等による同一品目の再支給及び２台同時

支給等の申請時においては、必要に応じて写真、介護支援専門員にケアプラン

の提出の請求及び現地確認を行います。 

    さらに、福祉用具貸与価格の上限設定が行われることから、貸与事業者への

周知と適正な貸与価格の設定が行われているかの確認を行います。 

 

《施策の数値目標（要介護認定の適正化）》 

 

町職員による認定調査実施率１００％（遠隔地を除く）の維持・継続 

適正化主要５事業② 

適正化主要５事業③ 

適正化主要５事業③ 
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   ⅳ 軽度認定者への福祉用具貸与の許可 

    軽度の要介護者にかかる福祉用具貸与の計画時において、当該介護支援専門

員又は利用対象者（家族を含む）に、介護支援専門員が福祉用具を必要とする

理由等が明記された軽度認定者福祉用具貸与の許可申請書の提出を求め、当該

申請の福祉用具貸与許可条件等を確認のうえ許可決定を行います。 

 

   ⅴ 事業者への情報提供 

    町内の介護保険サービス提供の事業者に対して、介護給付の適正化にかかる

情報提供を行います。 

 

 

 

  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 

   ⅰ 定期の実地指導 

    介護サービス事業者の指導を適切に行うため、町内の介護保険サービス提供

の事業者（居宅介護支援事業者、地域密着型サービス事業者を除く。）に対し

て、兵庫県との合同の実地指導を計画的に行い、法令遵守の周知徹底、サービ

スの質の向上及び給付の適正化を行います。また、町内の地域密着型サービス

事業者及び居宅介護支援事業者に対しても、６年に１回の実地指導を行います。 

    さらに、平成３０年度からは居宅介護支援事業所の実地指導についても町が

行うこととされたため、兵庫県が実施する監査指導担当職員研修や介護保険サ

ービス指導監査事務研修への参加などにより、引き続き指導を行う職員のスキ

ルアップに取り組みます。 

 

＜実績及び計画＞ 

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

県合同実地指導 

事業所数 
1 事業所 2 事業所 2 事業所    

地域密着型サービス 

実地指導事業所数 
6 事業所 5 事業所 5 事業所 8 事業所 6 事業所 4 事業所 

 

   ⅱ 苦情・通報情報の適切な把握及び分析 

    苦情・通報情報の窓口を住民に周知すると共に、町、県又は国民健康保険団

体連合会に寄せられた苦情・通報情報の適切な把握及び分析を行い、当該介護

サービス事業者等に対して、効率的（口頭、文書、訪問等）な事業者指導を行

います。 

 

《施策の数値目標（ケアマネジメント等の適正化）》 

 

第８期計画期間中のケアプラン支援会議により管内の介護支援専門員全

員のケアプラン点検を実施 

適正化主要５事業③ 
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   ⅲ 国民健康保険団体連合会から提供される帳票の活用 

    国民健康保険団体連合会から送付される各種介護給付適正化の帳票を活用

し、必要に応じて、事業者に対して適切な指導を行います。また、介護給付適

正化システムの情報を活用することで、過誤の可能性が高い給付だけではなく、

必要性の確認を要する過剰な給付、さらには偏りや給付の不足がないか等のチ

ェックを行い、心身の状況に応じた適正な介護給付の指導を行います。 

    ・医療給付情報との突合（突合リスト） 

      （医療担当部署との更なる連携体制の構築を図りつつ、受給者の後期高

齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、

給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行い、医療と介護の

重複請求の排除等を図る） 

    ・縦覧点検（各点検項目一覧表） 

      （受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細書内容）

を確認し、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点

検を行い、請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行う） 

    ・給付実績を活用した提供情報使用状況一覧の活用 

 

   ⅳ 介護給付費通知書の送付 

    費用対効果の観点から現在実施していない介護給付費通知書の送付につい

て、実施の是非を含めて適切な介護サービス利用に繋がる方策を検討します。 

 

 

（３）低所得者対策 

 

① 介護保険料の軽減措置 

 低所得者（住民税非課税世帯）の保険料負担を軽減するため，第７期と同様に保険

給付費の５割の公費（国５０％・県２５％・町２５％）とは別枠で公費を投入し、低

所得者階層の乗率の引き下げ（ 第１段階０．５→０．３、第２段階０．７５→０．

５、第３段階０．７５→０．７）を引き続き行います。 

 

② 介護保険料の減免 

 災害や、世帯の生計中心者の病気、失廃業等により、保険料を納めることが困難に

なった場合は、介護保険法の規定に基づき、申請により保険料が減免されます。 

 

③ 利用者負担の軽減 

 介護サービスを利用する場合の利用者負担が著しく高額とならないように、介護保

険制度として低所得者を中心にいくつかの負担軽減制度が設けられています。 

《施策の数値目標（事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求の適正化）》 

 

第８期計画期間中における地域密着型サービス事業所等の実地指導計画数の１

００％実施（令和３年度～５年度の計画数１８事業所） 

適正化主要５事業④ 

適正化主要５事業④ 

適正化主要５事業⑤ 
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 具体的には、世帯又は個人の利用者負担額が一定の限度額を超えたとき、超えた分

が払い戻される「高額介護（予防）サービス費」、医療保険と介護保険の両方を利用

された方は自己負担が一定の限度額を超えたときに払い戻される「高額医療合算介護

（予防）サービス費」が、また一定の限度額を超える施設サービスや短期入所サービ

スの食費・居住費（滞在費）を現物給付する「特定入所者介護（予防）サービス費」

があります。 

 また低所得者に対する利用者負担のその他の支援策として、社会福祉法人等による

利用者負担軽減制度があり、申請により介護サービス利用料、食費、居住費等につい

て軽減することができます。 

 

（４）サービスに関する情報提供 

 

 広く制度内容の周知を行い、介護等が必要となったときに適切なサービスを利用し

てもらえるよう、パンフレットの活用や町広報・町ホームページなどを通じ情報提供

を行います。また、利用者が介護サービス情報を入手し、比較・検討して事業所の選

択に役立つ「介護サービス情報公表システム」の周知も図ります。 

 新たに６５歳に到達された被保険者については、介護保険被保険者証を送付時に、

介護保険制度の概要についてお知らせします。 

 

（５）介護保険料の収納確保 

 

 介護保険制度を適正かつ持続可能なものとして運営するため、重要な財源である介

護保険料の収納確保を図ります。 

 新たに６５歳になられた被保険者については、介護保険制度の啓発を行うとともに

未納防止に努めていきます。また、納期限を経過しても納めていない未納者に対して

は、適切な時期に督促状・催告書を送付し、納付について理解と協力を求め、電話に

よる催告、口座振替の推進、訪問徴収等により収入確保に努めます。さらに、滞納者

に対してはさまざまな対応策を実施し、適正な滞納整理に努めます。 
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１ 香美町高齢者福祉計画策定委員会設置要綱 
 

平成１７年４月１日 

告示第５０号 

改正 平成１７年１０月１日 

改正 平成１９年 ４月１日 

改正 平成２０年 ８月１日 

改正 平成２３年 ８月５日 

改正 平成２６年 ２月１日 

 

（設置） 

第１条 すべての町民が健やかで生きがいのある生涯を過ごすことのできる豊かで活

力ある長寿社会づくりの推進を目的とし、その総合的な計画を策定するため、香美

町高齢者福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

⑴ 高齢者福祉計画に関すること。 

⑵ 介護保険事業計画に関すること。 

⑶ 地域包括支援センターの運営に関すること。 

⑷ 地域密着型サービスの運営に関すること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２１人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

⑴ 豊岡健康福祉事務所の職員  

⑵ 但馬長寿の郷の職員 

⑶ 香美町連合自治会の代表 

⑷ 香美町民生委員児童委員協議会の代表 

⑸ 豊岡市医師会・美方郡歯科医師会の代表 ２人 

⑹ 香美町社会福祉協議会の代表 

⑺ 香美町老人クラブ連合会の代表 

⑻ 美方郡広域シルバー人材センターの代表 

⑼ 兵庫県介護支援専門員協会美方郡ブロックの代表 

⑽ 医療・高齢者福祉事業者の代表 ３人 

⑾ 香美町いずみ会の代表 

⑿ 被保険者の代表 ６人 

⒀ 香美町副町長 

（委員の任期） 

第８章 関係資料 
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第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（他の委員会等との連携） 

第７条 委員会は、香美町地域ケア会議等との連携を図るものとする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

１ この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第６条の規定にかかわらず、

町長が招集する。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（香美町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の廃止） 

２ 香美町地域包括支援センター運営協議会設置要綱（平成１８年香美町告示第６６

号）は、廃止する。 

   附 則 

 この告示は、平成２０年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２３年８月５日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２６年２月１日から施行する。 
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２ 香美町高齢者福祉計画策定委員会委員名簿 

任期：令和２年３月９日～令和４年３月８日 

（敬称略） 

役 職 名 等 氏  名 備  考 

豊岡健康福祉事務所 所長 柳 尚夫  

但馬長寿の郷 地域ケア課 作業療法士 中野 裕貴  

香美町連合自治会 会長 井垣 義和  

香美町民生委員児童委員協議会 理事 井上 康子 副委員長 

豊岡市医師会 代表 浦辺 啓太  

美方郡歯科医師会 代表 上田 通明  

香美町社会福祉協議会 会長 太田 培男 委 員 長  

香美町老人クラブ連合会 会長 三輪 一三  

美方郡広域シルバー人材センター 事務局長 駒居 勝  

兵庫県介護支援専門員協会美方郡ブロック 代表 上田 昌司  

特別養護老人ホーム しいの木荘 事務局長 中村 将  

デイサービスいそうの花・グループホームむらおかの空 施設長 小谷 勝義  

公立香住病院 総看護師長 新谷 和子  

香美町いずみ会 会長 坂口 充子  

被保険者代表（香住区） 濱本 正栄   

被保険者代表（香住区） 前田 保子  

被保険者代表（村岡区） 上田 八代野  

被保険者代表（村岡区） 奈良 洋子  

被保険者代表（小代区） 稲尾 世津子  

被保険者代表（小代区） 吉田 増夫  

香美町 副町長 今井 雄治  
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３ 香美町高齢者福祉計画策定に係る検討経過 

 

（１）第１回策定委員会〔令和２年８月２４日（月）／於：香美町役場〕 

（報告・協議事項） 

①  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書 

②  在宅介護実態調査の集計結果 

③  介護施設等整備意向調査及び介護サービスの状況調査 

④  地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 

⑤  香美町の介護保険事業の現状 

⑥  香美町第８期計画における基本目標・重点課題（案） 

 

（２）第２回策定委員会〔令和２年１０月２８日（水）／於：香美町役場〕 

（報告・協議事項） 

① 県の基本指針等について 

② 高齢者福祉計画（素案）について 

 

（３）第３回策定委員会〔令和２年１２月２３日（水）／於：香美町役場〕 

（報告事項） 

① 高齢者福祉計画（素案）の修正等について 

（協議事項） 

① 介護保険事業計画（素案）について 

 

（４）計画案のパブリックコメントの実施 

〔令和３年１月１４日（木）～ ２月１２日（金）〕 

町ホームページ、役場窓口等で意見を公募 

 

（５）第４回策定委員会〔令和３年２月２２日（月）／於：香美町香住地域福祉 

センター〕 

（報告事項） 

① パブリックコメントの実施結果について 

（協議事項） 

① 高齢者福祉計画・介護保険事業計画（最終案）について 

② 高齢者福祉計画・介護保険事業計画概要版について 

 

 


