
　近年、わが国は世界でもトップクラスの高齢化社会を迎えており、軽井沢町の高齢化率も

年々上昇の一途をたどっております。加えて、本年度は団塊の世代が高齢期を迎えることとな

り、高齢化の加速はもちろんのこと、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加

や、核家族化の進展などによる家庭での介護機能の低下、地域コミュニティの希薄化等、高齢

者を取り巻く環境の変化へも柔軟な対応が求められております。

　このような状況のなか、医療と介護の一体改革に向けた制度改革の第一歩として、国より

「医療から介護へ」、「施設から在宅へ」という方向性が示されました。それに伴い、住み慣れ

た地域で生き生きと暮らし続けられる社会の実現を目指して、医療・介護・予防・住まい・生

活支援が一体的に提供される、「地域包括ケアシステム」を構築していくこととなります。

　この度、策定いたしました「軽井沢町高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画」で

は、このシステム構築へ向けて、地域包括支援センターの機能を強化するとともに関係機関と

の連携を促進し、在宅医療と介護連携の推進、認知症施策の推進と併せて、高齢者の多様な

ニーズに応えるための、新しい介護予防・日常生活支援総合事業の創設等に取り組んでまいり

ます。

　この計画を進めるにあたって、「住み慣れた地域で生きがいを持ち、安心して暮らし続けて

いけるまち」を基本理念としました。軽井沢町の50年後・100年後のグランドデザインの礎

となる、すべての高齢者が尊厳を持って自立し、また自らの能力を生かし、支えあえる地域づ

くりのために邁進していく所存でありますので、町民の皆様をはじめ関係の方々の深いご理解

とご協力を賜りますようお願いいたします。

　最後に、計画の策定にあたりご尽力いただきました、軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介護

保険事業計画策定委員会委員の皆様、アンケート等で貴重なご意見をいただきました多くの町

民の皆様に厚くお礼を申し上げます。

～住み慣れた地域で生きがいを持ち、
　安心して暮らし続けていけるまち～

軽井沢町長　藤巻　進
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第１章 ◆ 計画の策定にあたって

　軽井沢町では、高齢者に関わる保健福祉施策の体系的・計画的な推進を図るため、介護保険制度

の施行にあたっては平成12年度から「軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基

づき、定期的な計画・施策の見直し、さらには制度改正等の社会的潮流も踏まえつつ、高齢者を取

り巻く環境の充実に向けて取り組んできたところです。

　こうしたなか、第６期となる本計画では、「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みに

ついて、医療と介護の連携強化、介護人材の確保とサービスの質の向上、在宅生活を支援する居住

環境の確保などが、地域に根ざした視点で、より包括的に進めることが求められるとともに、認知

症の方やひとり暮らし、高齢者のみの世帯など、より困難な状況に置かれた支援ニーズへの対応、

さらには、医療等も含めた社会保障需要の増大により、保険制度を持続させていくための視点な

ど、総合的な観点から充実させていく方向性が求められています。

　このような背景や国等の動向を踏まえつつ、高齢者の自立といつまでも安心・安全に暮らすこと

の出来る仕組みをつくり、発展させるため、本計画を策定します。

計画策定の趣旨

計画の策定にあたって1第　　 章

1第 節
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　本計画は、老人福祉法第20条の８の規定に基づく「高齢者福祉計画」と介護保険法第117条に

基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定するものです。

　なお、地域福祉等の他の福祉計画や、高齢者の健康や生きがい、居住環境等についての関連計画

についても適宜、整合・連携を図りつつ策定します。

▶▶▶…計画の位置づけ

計画の位置づけと期間

計画の位置づけ

2第 節

「長野県老人保健福祉計画」等

軽井沢町長期振興計画

地域福祉等、福祉分野に関する諸計画

健康、生きがい、居住環境等、まちづくり全般に関する諸計画

高齢者保健福祉計画

介護保険事業計画

1
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第１章 ◆ 計画の策定にあたって

　本計画は、平成27年度から平成29年度までの３年間を期間とします。

　ただし、高齢化や高齢者ニーズの変化等、さまざまな動きは３年後以降も続くものであることか

ら、国の考え方も踏まえ、平成37年度（2025年）を一定の目途とした中・長期的な視点につい

ても踏まえたものとしていきます。

　介護保険制度では、各保険者で高齢者が日常生活を営んでいる地域を中心に、必要な介護サービ

スの量を見込み、そのための基盤整備のあり方を明らかにするため、地域特性に応じた日常生活圏

域（サービス提供圏域）を定める必要があります。

　本計画では、軽井沢町の人口規模が国の想定する「日常生活圏域」の規模（対象人口２～３万

人）と概ね合致していることを踏まえ、前計画と同じく軽井沢町全域を１つの日常生活圏域として

設定します。

▶▶▶…計画の期間

計画の期間

日常生活圏域の設定

2

3

第3期
計画

2006-2008

第 4期
計画

2009-2011

第 5期
計画

2012-2014
第 7期
計画

2018-2020

2015 2025

第 8期
計画

2021-2023

第 9期
計画

2024-2026

第6期計画

2015-2017

第６期計画は、平成37年度（2025年）
を見据えた３か年の計画

第5期計画までは、第3期で策定した平成
26年度（2014年）までの中長期目標

高齢化が一段と進む平成37年度（2025年）に向けて地域
包括ケアの構築を見据えた新たな視点での取り組み
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　計画の策定にあたって、これまで実施した各種ア

ンケート調査や総合計画策定のためのグループ討

議、各団体へのヒアリング等の結果を踏まえ、保

健・福祉・介護保険に関わる実務担当者を中心に、

計画案の作成・検討を行いました。

　また、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、介

護サービス提供事業者及び、介護保険被保険者代表

で構成される「軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介

護保険事業計画策定委員会」において協議を進めま

した。

　平成27年度から始まる本計画（第６期計画）では、高齢社会の進行により増加を続ける要介護

認定者をはじめ、ひとり暮らし高齢者、認知症高齢者の増加傾向などを踏まえ、介護保険制度の改

正を踏まえて策定することとなります。

　改正の概要は、次のとおりです。

⑴　地域包括ケアシステムの構築

　…　第５期計画で示された地域包括ケアシステムについては、第６期計画においても引き続きその

実現を目指していくこととなりました。

　①　「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」の創設

　　…　地域支援事業は、第３期事業計画から創設され、介護予防事業・包括的支援事業・任意事業

から構成されています。この事業は、高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するとと

もに、要介護状態等となった場合においても、住み慣れた地域で自立した生活を営むことがで

きるよう支援することを目的とし、市町村が実施主体となり、高齢者のさまざまなニーズにき

め細かく応えるための仕組みとして導入されたものです。

　　…　第６期事業計画からは、この内の介護予防事業について、さらに効果的な実施を目指し、全

国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を地域支援事業に移行します。そして、サービスの

多様化を図り、高齢者の多様なニーズに応えていく「新しい介護予防・日常生活支援総合事業

（新しい総合事業）」としてスタートします。

計画の策定体制

法制度等の動向

3第 節

4第 節
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第１章 ◆ 計画の策定にあたって

　②　包括的支援事業の充実

　　…　従来から地域包括支援センターが担ってきた包括的支援事業に、在宅医療・介護の連携推

進、認知症施策の推進、地域ケア会議の制度化による強化、生活支援サービスの基盤整備が加

わります。

　　○在宅医療・介護連携の推進

　　…　高齢者の在宅生活を支える医療機関や介護サービス事業所などの関係機関が連携し多職種協

働により、在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府県・保健所の支

援の下、市町村が中心となって、医師会と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制を

構築します。

　　○認知症施策の推進

　　…　増加する認知症高齢者への早期診断・早期対応を図るため、認知症のケアパスに基づき、認

知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員の設置による支援体制を構築します。

　　○地域ケア会議の制度化による強化

　　…　困難事例等の支援内容を通じた検討会議（地域ケア会議）の開催により、地域支援ネット

ワークの構築、地域課題の把握に努めます。

　　○生活支援サービスの基盤整備

　　…　生活支援サービスの確保、円滑な提供に資することを目的に、生活支援コーディネーター

（地域支え合い推進員）の配置とともに、多様な提供主体間の定期的な情報共有等を目的とし

た協議体を設置します。
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事業項目 内　容 備　考

介護予防・生活支援
サービス事業

○訪問型サービス
　（これまでの予防給付「訪問介護」から移行し、既存の身
体介護・生活援助に加え、多様な担い手による生活支援）
○通所型サービス
　（これまでの予防給付「通所介護」からの移行に加え、機能
訓練、ミニデイ、コミュニティサロン、口腔ケア等の教室）
○生活支援サービス（配食・見守り等）
○介護予防支援事業
　（ケアマネジメント）　など

新しい介護予防・日常
生活支援総合事業

一般介護予防事業
○介護予防の推進
　（介護予防把握事業・普及啓発事業）

包括的支援事業

○総合相談支援
○権利擁護
○包括的・継続的ケアマネジメント

従来からの事業

○在宅医療・介護連携の推進
　高齢者の在宅生活を支える医療機関や介護サービス事業
所などの関係機関が連携し多職種協働により、在宅医療・
介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府
県・保健所の支援の下、市町村が中心となって、医師会と
緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制を構築し
ます。
○認知症施策の推進
　増加する認知症高齢者への早期診断・早期対応を図る
ため、認知症のケアパスに基づき、認知症初期集中支援
チーム、認知症地域支援推進員の設置による支援体制を
構築します。
○地域ケア会議の制度化による強化
　困難事例等の支援内容を通じた検討会議（地域ケア会議）
の開催により、地域支援ネットワークの構築、地域課題の
把握に努めます。
○生活支援サービスの基盤整備
　生活支援サービスの確保、円滑な提供に資することを目
的に、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の
配置とともに、多様な提供主体間の定期的な情報共有等を
目的とした協議体を設置します。

地域包括支援センター
の機能強化により対応

任意事業
○介護給付費適正化
○家族介護支援
○その他

従来からの事業
（任意実施）

▶▶▶…参考・新しい地域支援事業の体系
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第１章 ◆ 計画の策定にあたって

⑵　費用負担の公平化等

　①　特別養護老人ホームの重点化

　　…　特別養護老人ホームへの新規入所者は、原則として要介護度３以上の高齢者に限定し、在宅

での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化します。（すでに入所

している方は除外。また、要介護１または２であっても認知症による著しい問題行動が頻発す

るなどにより特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方などは、特例的に入所が認められま

す。）

　②　低所得の方の保険料の軽減割合を拡大

　　…　介護保険サービス給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得の方の保険料の

軽減割合を拡充します。

　③　一定以上の所得のある介護サービス利用者の自己負担を引き上げ

　　　現行１割の自己負担を、合計所得金額160万円以上の方は、２割の負担となります。

　④　介護保険施設入所者の食費・居住費を補てんする「補足給付」の要件に資産を勘案

　　…　預貯金等が単身世帯1,000万円超、夫婦2,000万円超の場合は、補足給付の対象外となり

ます。また、世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は、給付の対象外となり、

給付額の決定にあたっては、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収入として扱います。

　⑤　高額介護サービス費の見直し他

　　…　同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サー

ビス費」の利用者負担段階区分（所得などに応じた区分）に「現役並み所得者（同一世帯に課

税所得145万円以上の方がいて、なおかつ年収が単身383万円、夫婦が520万円以上）」が

新設されます。

⑶　その他

　○サービス付高齢者向け住宅の住所地特例の適用

　○居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲

　○小規模デイサービスの地域密着型サービスへの移行
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総人口 年少人口
(０～14歳)

生産年齢
人口

(15～64歳)

高齢者人口
(65歳以上） 前期高齢者

(65～74歳)
後期高齢者
(75歳以上)

実
　
数

平成20年 19,000… 2,502… 12,045… 4,453… 2,308… 2,145…

平成21年 19,046… 2,456… 11,998… 4,592… 2,394… 2,198…

平成22年 19,223… 2,494… 11,998… 4,731… 2,466… 2,265…

平成23年 19,400… 2,473… 12,054… 4,873… 2,466… 2,407…

平成24年 19,790… 2,475… 12,148… 5,167… 2,637… 2,530…

平成25年 19,972… 2,440… 12,097… 5,435… 2,835… 2,600…

平成26年 20,056… 2,390… 11,975… 5,691… 3,027… 2,664…

構
成
比

平成20年 100% 13.2% 63.4% 23.4% 12.1% 11.3%

平成21年 100% 12.9% 63.0% 24.1% 12.6% 11.5%

平成22年 100% 13.0% 62.4% 24.6% 12.8% 11.8%

平成23年 100% 12.7% 62.2% 25.1% 12.7% 12.4%

平成24年 100% 12.5% 61.4% 26.1% 13.3% 12.8%

平成25年 100% 12.2% 60.6% 27.2% 14.2% 13.0%

平成26年 100% 11.9% 59.7% 28.4% 15.1% 13.3%

　軽井沢町の総人口は、平成26年9月末現在で20,056人で、増加傾向が続いています。

　平成20年からの人口構造では、年少人口（０～14歳）は緩やかな減少、生産年齢人口（15～

64歳）は横ばいから穏やかな減少、高齢者（65歳以上）は一貫した増加傾向で、それぞれ推移

しています。

　高齢者の前後期区分では、いずれも増加傾向にあります。

人口・世帯の動き

高齢者を取り巻く状況2第　　 章

1第 節

人口構造1

▶▶▶…総人口（年齢区分別）の推移

資料：住民基本台帳人口（各年９月末現在）
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

総人口 19,000… 19,046… 19,223… 19,400… 19,790… 19,972… 20,056…

▶▶▶…総人口（年齢区分別）の推移

資料：住民基本台帳人口（各年９月末現在）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

12,045

平成20年

0～14歳

人口（人） 高齢化率（％）

15～64歳 65歳以上 高齢化率

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

4,453

23.4％ 24.1％
24.6％

25.1％
26.1％

27.2％

28.4％

2,502 2,156 2,494 2,473 2,475 2,440 2,390

4,592 4,731 4,873 5,167 5,435 5,691

11,998 11,998 12,054 12,09712,148 11,975
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　当町においても核家族化が進んでおり、この10年間に総世帯数は、平成12年の6,203世帯か

ら平成22年は8,070世帯と大幅に増加しています。そして、総世帯の中で高齢者のいる世帯が増

加し、全世帯の約40%を占めています。高齢者のいる世帯では、ひとり暮らしの高齢者と高齢者

夫婦のみ世帯は増加傾向にあり、平成22年では高齢単身者数と高齢夫婦世帯数の合計が27.1％

と、高齢者のいる3人以上の世帯数の12.3％を上回っています。

高齢者のいる世帯の状況2

▶▶▶…高齢者のいる世帯

資料：国勢調査

（単位：世帯）

総　数
平成12年 平成17年 平成22年

世帯数 比　率 世帯数 比　率 世帯数 比　率

総世帯数 6,203 100.0% 6,752 100.0% 8,070 100.0%

高齢者のいる世帯数計 2,194 35.4% 2,569 38.0% 3,182 39.4%

高齢単身者数 461 7.4% 573 8.5% 809 10.0%

高齢者夫婦世帯数 628 10.1% 757 11.2% 1,377 17.1%

３人以上の世帯数 1,105 17.9% 1,239 18.3% 996 12.3%
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

　国の様式に準じた人口推計によると、総人口は平成26年の20,056人から増加傾向で、本計画

の目標年次である平成29年には20,375人になると推計されます。介護保険第１号被保険者の

65歳以上人口は、平成26年の5,691人から平成29年に6,272人に増加し、高齢化率は平成26

年の28.4％から平成29年には30.8％と、2.4ポイントの上昇が見込まれます。また、中・長期

的な推計では、平成32年や平成37年に向けて、総人口は減少に転じ、高齢化率はさらに上昇す

ることが見込まれます。

人口推計3

実　績 本計画期間における推計 中・長期的な見通し

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

総人口 19,972 20,056 20,090 20,240 20,375 18,967 18,589

▶▶▶…将来人口の推計

5.0

0.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

平成25年

0～39歳

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
人口（人） 高齢化率（％）

40～64歳 65～74歳 75歳以上 高齢化率

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

27.2％
28.4％ 29.3％

30.0％ 30.8％

33.4％

35.2％

2,600

2,835

7,287

7,250 7,137 7,045 6,952 6,869 5,989 5,584

7,228 7,156 7,206 7,234

6,639 6,459

3,027 3,198 3,274 3,366

3,105
2,621

2,664 2,691 2,808

3,234
3,925

2,906
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▶▶▶…将来人口の推計 （単位：人・％）

平成25年
（実績）

平成26年
（実績） 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

総人口 19,972… 20,056… 20,090… 20,240… 20,375… 18,967… 18,589…

40～64歳 7,287… 7,228… 7,156… 7,206… 7,234… 6,639… 6,459…

高齢者数 5,435… 5,691… 5,889… 6,082… 6,272… 6,339… 6,546…

前期高齢者数 2,835… 3,027… 3,198… 3,274… 3,366… 3,105… 2,621…

後期高齢者数 2,600… 2,664… 2,691… 2,808… 2,906… 3,234… 3,925…

高齢化率 27.2% 28.4% 29.3% 30.0% 30.8% 33.4% 35.2%

前期高齢者比率 14.2% 15.1% 15.9% 16.1% 16.5% 16.4% 14.1%

後期高齢者比率 13.0% 13.3% 13.4% 13.9% 14.3% 17.0% 21.1%
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▶▶▶…保健福祉事業の実施状況（その１）

事　業　名 23年度 24年度 25年度

疾
病
予
防
・
健
康
づ
く
り

特定健診・後期高齢者健診
（がん検診除く）

受診人数
(65歳以上)

944 912 925

子宮頚がん検診 220 219 228

乳房検診 233 197 220

結核検診（検診車） 117 42 60

インフルエンザ予防接種
接種人数

2,613 2,615 2,699

肺炎球菌ワクチン 58 74 221

元
気
づ
く
り

転倒予防教室 参加人数 149 － －

フォロー教室
（歩こう教室：５回シリーズ）

参加人数 19 － －

延人数 60 － －

地区介護予防教室
（H23年度まで：ずくだし教室）
（H24年度から：足腰お達者教室　年2回）

参加人数 394 748 727

実施地区 20 22 22

元気アップ教室
（１回/週）

参加人数 15 14 12

延人数 173 202 262

地域活動支援事業
(保健補導員) 参加延人数 51 － －

地
域
連
携

の
推
進

地域包括支援センター相談事業 件数 2,053 2,317 2,244

施
設
利
用

木もれ陽の里健康増進部門

利用人数

30,240 31,194 31,445

老人福祉センター 12,935 14,011 16,036

屋内多目的運動場 1,669 1,450 1,341

生
き
が
い
づ
く
り
と

社
会
参
加

高齢者運動会 参加人数 438 481 496

温泉施設・町内循環バス
利用券給付

対象人数 4,792 5,066 5,221

配布率％ 89.2 88.2 87.8

利用率％ 79.6 78.4 77.0

敬老祝品（88歳）支給
利用人数

84 77 78

敬老祝金（100歳以上）支給 15 15 12

　当町における、保健福祉事業の実施状況については、次のとおりとなっています。

保健福祉事業・介護保険事業の実施状況2第 節

保健福祉事業の実施状況1
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事　業　名 23年度 24年度 25年度

ひ
と
り
暮
ら
し
支
援

緊急通報装置設置
新規設置数 2 0 1

総利用人数 38 29 17

安心コール
実施回数 2,217 1,685 1,597

利用対象人数 47 41 … 36

ルイザ券補助（H25年度から） 補助件数 ― － 43

配食安否確認
配食件数 9,625 15,233 13,541

利用対象人数 75 103 103

在
宅
生
活
の
支
援

移送サービス

発券枚数 4,575 5,826 6,336

利用枚数 3,527 4,192 4,465

発券人数 137 176 193

訪問入浴サービス
利用回数 0 0 0

利用人数 0 0 0

二
次
予
防
事
業
対
象
者
の
高
齢
者
支
援

把握事業
基本チェックリスト 実施数 3,658 4,490 4,414

特定高齢者候補者 人数 458 508 684

通所型

デイサービス
・運動器向上
・うつ・閉じこもり予防

利用回数 1,372 969 1,000

参加人数 44 28 …31

延人数 379 250 280

ショートスティ
利用回数 0 0 0

利用人数 0 0 0

訪問型 ホームヘルパー

利用回数 0 0 0

利用人数 0 0 0

延人数 0 0 0

介
護
者
支
援

家族介護教室 参加延人数 20 25 17

介護用品支給 支給人数 132 97 49

家族介護者交流 参加人数 10 12 3

介護慰労金給付（障がい者含む） 支給人数 30（36） 35（42） 37（44）

寝具乾燥消毒サービス
利用回数 51 49 44

利用人数 10 11 9

キャラバン・メイト養成研修
（隔年実施）

開催回数 － 1 －

受講人数 － 37 －

認知症サポーター養成講座
（隔年実施）

開催回数 20 － 20

受講人数 331 － 347

▶▶▶…保健福祉事業の実施状況（その２）
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▶▶▶…要介護度別認定者数

⑴　要介護等認定者の状況

　…　寝たきりや認知症等、介護や見守りが必要な要介護者が増加しています。

　…　平成12年度から始まった介護保険制度は要介護者を社会的に支える仕組みとして着実に定着

してきています。要介護等認定者については、平成21年度の605人から、平成25年度には

723人となっています（いずれも年度末時点）。

介護保険事業の実施状況2

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 計

平成21年度 40 50 120 129 98 94 74 605

平成22年度 39 44 129 146 121 72 90 641

平成23年度 30 63 118 173 127 78 101 690

平成24年度 26 59 120 173 138 76 100 692

平成25年度 29 72 122 179 131 88 102 723

（各年度末現在）

資料：町資料
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軽井沢町 長野県 全　 国

平成21年度 12.9% 16.5% 16.8%

平成22年度 13.4% 17.0% 17.0%

平成23年度 13.2% 17.1% 17.3%

平成24年度 13.2% 17.3% 17.6%

平成25年度 13.0% 17.8% 18.0%

　第１号被保険者に占める要介護等認定者の割合（認定率）は平成21年度以降13％前後で推移

しており、全国平均値や長野県の平均値と比べると５ポイント程度下回っています。

▶▶▶…要介護等認定率 （各年度末現在）

資料：町資料

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

軽井沢町

20％

19％

18％

17％

16％

15％

14％

13％

12％

11％

10％

16.8％

16.5％

12.9％ 13.2％ 13.2％ 13.0％

13.4％

17.0％

17.0％

17.3％

17.1％ 17.3％
17.8％

17.6％ 18.0％

長野県 全国
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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 計

実　数
軽井沢町 29… 72… 122… 179… 131… 88… 102… 723…

長野県 11,434… 14,232… 21,494… 18,781… 14,562… 14,685… 12,539… 107,727…

構成比
軽井沢町 4.0% 10.0% 16.9% 24.7% 18.1% 12.2% 14.1% 100%

長野県 10.6% 13.2% 20.1% 17.4% 13.5% 13.6% 11.6% 100%

　要介護度別にみた認定者の構成を長野県の平均と比較すると、軽井沢町は要介護2・3・5の割

合が高く、要支援1・2、要介護１・4の割合が低くなっています。

▶▶▶…要介護等認定者数の比較 （平成25年度末現在）

資料：町資料

0 2010 4030 50 70 9060 80 100
（％）

要支援1 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5要支援2

軽井沢町

長野県

4.0
％
10.0％ 16.9％ 24.7％ 18.1％ 12.2％ 14.1％

13.2％ 20.1％ 17.4％ 13.5％ 13.6％10.6％ 11.6％
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⑵　介護保険サービス利用者の状況

　…　居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを合わせた介護保険サービスの総利用者は

微増傾向にあり、平成25年度末には681人となっています。受給率（要介護等認定者数に対す

る介護保険サービス利用者数の割合）は、90％超程度で推移しており、長野県の平均を上回っ

ています。

　…　サービス種類別では、平成25年度末現在、居宅サービス利用者は509人、地域密着型サービ

ス利用者は66人、施設サービス利用者は106人となっています。

居宅サービス 地域密着型
サービス

施設
サービス 計

平成21年度 441… 34… 110… 585…

平成22年度 433… 42… 105… 580…

平成23年度 476… 43… 107… 626…

平成24年度 495… 43… 108… 646…

平成25年度 509… 66… 106… 681…

▶▶▶…介護保険サービス利用者数 （各年度末現在）
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軽井沢町 長野県

平成21年度 96.7% 86.8%

平成22年度 90.5% 88.3%

平成23年度 90.7% 89.3%

平成24年度 93.4% 89.6%

平成25年度 94.2% 89.5%

▶▶▶…介護保険サービス受給率の比較 （各年度末現在）

資料：町資料

資料：町資料

　介護保険サービス利用者の内訳を長野県の平均と比較すると、軽井沢町は居宅サービスや地域密

着型サービスの利用率がやや高く、施設サービスの利用率は低くなっています。

居宅サービス 地域密着型
サービス 施設サービス 計

実　数
軽井沢町 509… 66… 106… 681…

長野県 70,325… 6,818… 19,231… 96,374…

構成比
軽井沢町 74.7% 9.7% 15.6% 100%

長野県 72.9% 7.1% 20.0% 100%

▶▶▶…介護保険サービス利用者内訳の比較 （平成25年度末現在）

0 2010 4030 50 70 9060 80 100
（％）

軽井沢町

長野県

74.7％ 9.7％ 15.6％

20.0％7.1％72.9％

居宅サービス 施設サービス地域密着型サービス
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　居宅サービスの種類別では、福祉用具貸与、通所介護、訪問介護の順で利用者が多くなっていま

す。特に、通所介護と福祉用具貸与は、比較的増加する傾向にあります。

訪問介護 訪問看護 通所介護 通所
リハビリ

短期入所
生活介護

福祉用具
貸与

平成21年度 157… 38… 219… 52… 63… 198…

平成22年度 153… 42… 219… 61… 67… 212…

平成23年度 160… 44… 235… 64… 68… 271…

平成24年度 171… 48… 250… 73… 76… 289…

平成25年度 164… 48… 262… 86… 71… 282…

▶▶▶…主な居宅サービス利用者数 （月平均）

訪問介護 通所介護 通所リハビリ

短期入所生活介護 福祉用具貸与

訪問看護

400

300

200

100

0

600

500

700

800

900

1,000

157

198

153

212

160

271

171

289

164

282

38

219

52
63

61
67

219 235

64
68

250

73

76

262

86

71

42 44 48 48

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

資料：町資料
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

　入所施設別に入所者の状況をみると、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は65人前後で

推移し、平成25年度末現在で62人となっています。介護老人保健施設は33人、介護療養型医療

施設は10人前後で、それぞれ推移しています。

介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設

介護療養型
医療施設 計

平成23年度 67… 33… 7… 107…

(うち要介護4・5) 48… 15… 7… 70…

平成24年度 66… 33… 9… 108…

(うち要介護4・5) 46… 12… 8… 66…

平成25年度 62… 33… 12… 107…

(うち要介護4・5) 49… 7… 10… 66…

▶▶▶…施設入所者数 （各年度末現在）

資料：町資料

⑶　介護給付費の状況

　…　介護保険サービス給付費は、年々増加し、平成25年度では1,189,190千円で前年度に比べ

3.6％増となっています。

　…　このうち、居宅サービスに要する費用は563,479千円で、介護給付費の47.4％を占めてい

ます。

給付費合計 前年比

平成22年度 1,048,419… ー

平成23年度 1,109,019… 5.8%

平成24年度 1,147,891… 3.5%

平成25年度 1,189,190… 3.6%

▶▶▶…介護給付費等 （単位：千円）（各年度末現在）

居宅サービス 地域密着型
サービス 施設サービス その他高

額介護給
付費等

合 計
予防
給付

介護
給付

予防
給付

介護
給付

予防
給付

介護
給付

介護給付費 25,744… 537,735… 3,076… 166,243… … 331,227…
125,165… 1,189,190介護給付費

(計) … 563,479… … 169,319… … 331,227…

割合(%) … 47.4% … 14.2% … 27.9% 10.5% 100%

▶▶▶…介護給付費の内訳 （単位：千円）（平成25年度末現在）

資料：町資料

資料：町資料
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　高齢者の生活状況や、支援ニーズ等を把握するため、町では、実態調査（アンケート）を実施し

ました。調査の実施に関する主な概要は次のようになっています。

アンケートからみる高齢者の状況3第 節

調査実施の概要1

居宅要介護・要支援認定者等
実態調査 元気高齢者等の実態調査

抽出方法 悉皆調査 抽出調査
（性別、年齢、地区に偏りのないように抽出）

調査時期 平成25年12月

配布数 450件 200件

有効回答数 278件
（有効回答率61.8%）

121件
（有効回答率60.5%）

回答者の主な属性

・男女の構成比は、37％／63％ ・男女の構成比は、46％／54％

・75歳以上の後期高齢者が89％
・85歳以上の人が54％

・75歳以上の後期高齢者が55％
・85歳以上の人が16％

・ひとり暮らしの人が17％
・家族等と同居の人が69％
　　うち、高齢者のみ世帯は44％

・ひとり暮らしの人が23％
・家族等と同居の人が74％
　　うち、高齢者のみ世帯は57％

▶▶▶…実態調査の実施概要
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

　（主な設問について抜粋したものです。）

　現在要介護度の１年前との比較

○…１年前と今回を比較すると、１年前に要支援・要介護の認定を受けていなかった人17.6％が要

支援・要介護となっており、ほとんどの段階でも要支援・要介護の割合が増え、それらが進行し

たとみることができます。

調査結果の概要（居宅要介護・要支援認定者）2

問2・3

割合（％）

１年前 今回

認定を受けていなかった 17.6… 0.0…

要支援１ 8.3… 8.6…

要支援2 11.5… 16.2…

要介護１ 16.5… 15.8…

要介護2 24.1… 29.1…

要介護３ 9.7… 15.5…

要介護4 3.2… 7.6…

要介護５ 4.0… 3.6…

わからない 0.7… 0.0…

無回答 4.3… 3.6…

総数（％ベース） 100.0… 100.0…

介護認定の状況（１年前との比較）
（総数 278、単位％）

0 10 20 30 40

要支援1

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

無回答

わからない

要支援2

認定を受けて
いなかった

１年前 今回

17.6

8.3
8.6

11.5
16.2

16.5
15.8

24.1
29.1

9.7
15.5

3.2
7.6

4.0
3.6

0.7

4.3
3.6
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　あなた（あて名のご本人）が急病の時などで

手助けが必要な時、おおよそ30分以内に駆け

つけてくれる親族はいますか。（○はいくつで

も）

○…「子」が62.6％と最も多く、次いで「近く

に親族はいない」が18.3％、「孫」15.5％

などとなっています。 ○…「あいさつ、立ち話をする程度の人がいる」

が34.9％と最も多く、次いで「困ったとき

に気軽に頼める人がいる」が23.0％、「つ

き合いはない」が19.8％などとなっていま

す。

　近所の方とどの程度付き合いをしています

か。（○は１つ）

問4 問5

回答数 割合（％）

子 174 62.6…

孫 43 15.5

兄弟・姉妹 32 11.5

その他の親族 42 15.1…

近くに住む親族はいない 51 18.3…

無回答 8 2.9…

総数（％ベース） 278 100.0…

回答数 割合（％）

常に自宅に様子を見にき
てくれる（電話をくれる）
人がいる

36 12.9…

お互いに訪問し合う人が
いる 15 5.4…

困ったときに気軽に頼め
る人がいる 64 23.0…

あいさつ、立ち話をする
程度の人がいる 97 34.9…

付き合いはない 55 19.8…

無回答 11 4.0…

総数（％ベース） 278 100.0…

急病の時などで手助けが必要な時にかけつけ
てくれる親族（総数 278、複数回答、単位％） 近所の方との付き合いの程度

（総数 278、単位％）

0 20 40 60 80

子

孫

兄弟・姉妹

その他の親族

近くに住む
親族はいない

無回答

62.6 

15.5

11.5

15.1 

18.3

2.9

常に自宅に様子を見
にきてくれる（電話
をくれる）人がいる
12.9

お互いに訪
問し合う人
がいる
5.4

困ったときに
気軽に頼める
人がいる
23.0

あいさつ、立
ち話をする程
度の人がいる
34.9

付き合い
はない
19.8

無回答
4.0



25

第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「現在、何らかの介護を受けている」が

73.4％と最も多く、次いで「何らかの介

護・介助は必要だが、現在は受けていない」

が9.0％、一方、「介護・介助は必要ない」

が6.8％となっています。

　あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介

助を受けていますか。（○は１つ）

問6

回答数 割合（％）

介護・介助は必要ない 19 6.8…

何らかの介護・介助は必
要だが、現在は受けてい
ない

25 9.0…

現在、何らかの介護を受
けている 204 73.4…

無回答 30 10.8…

総数（％ベース） 278 100.0…

普段の生活での介護・介助の必要性
（総数 278、単位％）

介護・介助
は必要ない
6.8

何らかの介護・
介助は必要だ
が、現在は受
けていない
9.0

現在、何ら
かの介護を
受けている
73.4

無回答
10.8
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　あなたは、地域の人にどのような支援をしてほしいと思いますか。（○はいくつでも）

○…「災害時の手助け」が34.5％と最も多く、次いで「特にない」33.5％、「急病など緊急時の手

助け」28.4％などとなっています。

問33

地域の人にしてほしい支援
（総数 278、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

外出の際の移動手段 31 11.2…

財産やお金の管理 4 1.4…

買物 25 9.0…

ごみ出し 24 8.6…

家具の移動 3 1.1…

庭の手入れ 29 10.4…

掃除・洗濯・炊事 18 6.5…

衣類の出し入れ 6 2.2…

電化製品の扱い方 9 3.2…

ペットの世話 2 0.7…

通院などの付き添い 18 6.5…

急病など緊急時の手助け 79 28.4…

災害時の手助け 96 34.5…

安否確認等の定期的な声
かけ・見守り 43 15.5…

その他 8 2.9…

特にない 93 33.5…

無回答 32 11.5…

総数（％ベース） 278 100.0…

0 10 20 30 40

外出の際の移動手段

財産やお金の管理

買物

ごみ出し

家具の移動

庭の手入れ

掃除・洗濯・炊事

衣類の出し入れ

電化製品の扱い方

ペットの世話

通院などの付き添い
急病など

緊急時の手助け
災害時の手助け

安否確認等の定期的な
声かけ・見守り

その他

特にない

無回答

11.2

1.4

9.0

8.6

1.1

10.4

6.5

2.2

3.2

0.7

6.5

28.4

34.5
15.5

2.9
33.5

11.5
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

　今後、地域包括支援センターに力を入れてほしい事業は何ですか。（○は３つまで）

○…「高齢者の一般的相談」が25.5％と最も多く、次いで「病院や施設の入退院（所）に関する相談」

21.9％、「特にない」20.1％などとなっています。

問43

今後、地域包括支援センターに力を入れてほしい事業
（総数 278、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

事業内容の周知 40 14.4…

高齢者宅への訪問等による実態把握 51 18.3…

高齢者の一般的な相談 71 25.5…

認知症の相談 36 12.9…

病院や施設の入退院（所）に関する相談 61 21.9…

介護予防の普及啓発事業 24 8.6…

介護予防のためのケアプランの作成 25 9.0…

高齢者虐待、消費者被害の防止 5 1.8…

成年後見制度の周知と相談 7 2.5…

その他 11 4.0…

特にない 56 20.1…

無回答 54 19.4…

総数（％ベース） 278 100.0…

0 10 20 30

事業内容の周知

高齢者宅への訪問等による実態把握

高齢者の一般的な相談

認知症の相談

病院や施設の入退院 (所 ) に関する相談

介護予防の普及啓発事業

介護予防のためのケアプランの作成

高齢者虐待、消費者被害の防止

成年後見制度の周知と相談

その他

特にない

無回答

14.4

18.3

25.5

12.9

21.9

8.6

9.0

1.8

2.5 

4.0

20.1

19.4
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　介護保険制度に対するあなたの評価として、

最も近いものを選んでください。（○は１つ）

○…「本人や家族の負担が軽減されるなど、全体

的に満足している」が54.7％と最も高く、

次いで、「本人や家族の負担があまり変わら

ず、よく分からない」25.5％、「本人や家族

の負担が増加するなど、かなり不満がある」

6.8％などとなっています。

○…「利用している」が86.0％、「利用してい

ない」が5.8％となっています。

　現在、介護保険サービスを利用しています

か。（○は１つ）

問45 問46

回答数 割合（％）

本人や家族の負担が軽減
されるなど、全　体的に満
足している

152 54.7…

本人や家族の負担があま
り変わらず、よく分から
ない

71 25.5…

本人や家族の負担が増加
するなど、かなり不満が
ある

19 6.8…

その他 9 3.2…

無回答 27 9.7…

総数（％ベース） 278 100.0…

回答数 割合（％）

利用している 239 86.0…

利用していない 16 5.8…

無回答 23 8.3…

総数（％ベース） 278 100.0…

介護保険制度に対する評価
（総数 278、単位％）

介護保険サービスの利用有無
（総数 278、単位％）

本人や家族の
負担が軽減さ
れるなど、全
体的に満足し
ている
54.7

本人や家族の
負担があまり
変わらず、よ
く分からない
25.5

本人や家族の
負担が増加す
るなど、かな
り不満がある
6.8

無回答
9.7その他

3.2
利用している
86.0

利用して
いない
5.8

無回答
8.3
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「緊急時など、必要なときにショートステイや宿泊サービスが利用できること」が56.8％と最

も多く、次いで「通院などの際、送迎サービスを受けられること」42.1％、「デイサービスなど

の通所サービスを必要なときに利用できること」41.4％などとなっています。

　ずっと自宅で暮らし続けるためには、どのような支援があればいいと思いますか。（○はいくつ

でも）

問48

ずっと自宅で暮らし続けるためにあれば良いと思う支援（総数 278、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

緊急時など、必要なときにショートステイや宿泊サービスが利用できること 158 56.8…

自宅に医師が訪問して診療してくれること 113 40.6…

デイサービスなどの通所サービスを必要なときに利用できること 115 41.4…

要介護度によって決められている金額を気にせずに、必要な分だけ介護サー
ビスを受けられること 106 38.1…

通院などの際、送迎サービスを受けられること 117 42.1…

介護をしてくれる家族がいること 112 40.3…

夜間や休日にも、自宅で介護や看護のサービスを受けられること 93 33.5…

配食サービスが受けられること 79 28.4…

緊急時などに必要な見守りを受けられること 96 34.5…

自宅を改修するための資金提供を受けられること 56 20.1…

その他 5 1.8…

無回答 38 13.7…

総数（％ベース） 278 100.0…

0 10 20 30 40 50 60
緊急時など、必要なときにショートス
テイや宿泊サービスが利用できること

自宅に医師が訪問して診療してくれること
デイサービスなどの通所サービスを

必要なときに利用できること
要介護度によって決められている金額を気にせずに、

必要な分だけ介護サービスを受けられること
通院などの際、送迎サービスを受けられること

介護をしてくれる家族がいること
夜間や休日にも、自宅で介護や看
護のサービスを受けられること

配食サービスが受けられること

緊急時などに必要な見守りを受けられること

自宅を改修するための資金提供を受けられること

その他

無回答

56.8
40.6

41.4

38.1

42.1

40.3

33.5

28.4

34.5 

20.1

1.8 

13.7
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○…「小規模な特養など」が27.3％と最も多く、次いで「ユニット型の特養、老健など」が

12.6％、「グループホーム、ケアハウスなど」が8.3％などとなっています。

　もっとも希望する「施設」や「住まい」の形態、もしくは今後、自宅での生活が困難となった場

合に、入所（入居）を希望する「施設」や「高齢者向けの住まい」の形態は次のどれですか。（○

は１つ）

※　施設の形態は問わない方は「特になし」を選択

問49

入所（入居）を希望する「施設」や「高齢者向けの住まい」の形態
（総数 278、単位％）

回答数 割合（％）

常時介護が受けられ、施設の規模は大きくても、少人数ごとに家庭的な生活
を送れる個室の施設（ユニット型の特養、老健など） 35 12.6…

住み慣れた地域や自宅近くで常時介護が受けられ、小規模で家庭的な雰囲気
の個室の施設（小規模な特養など） 76 27.3…

常時介護が受けられる大規模な施設で、個室に比べて利用料金が比較的低額
な相部屋の多い施設（従来型の特養など） 13 4.7…

高齢者が必要に応じて介護を受けながら生活する小規模施設（グループホー
ム、ケアハウスなど） 23 8.3…

主に高齢者を入居者とし、希望に応じて食事や清掃などのサービスが提供さ
れる集合住宅（有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など） 12 4.3…

その他 6 2.2…

特になし 60 21.6…

無回答 53 19.1…

総数（％ベース） 278 100.0…

常時介護が受けられ、施設の規
模は大きくても、少人数ごとに
家庭的な生活を送れる個室の施
設（ユニット型の特養、老健など）
12.6

住み慣れた地域や自宅近くで
常時介護が受けられ、小規模
で家庭的な雰囲気の個室の施
設（小規模な特養など）
27.3

常時介護が受けられる大規模
な施設で、個室に比べて利用
料金が比較的低額な相部屋の
多い施設（従来型の特養など）
4.7

高齢者が必要に応じて介護を受
けながら生活する小規模施設（グ
ループホーム、ケアハウスなど）
8.3

主に高齢者を入居者とし、希望に応
じて食事や清掃などのサービスが提
供される集合住宅（有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅など）
4.3

無回答
19.1

その他
2.2

特になし
21.6
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「短期入所などの充実」が42.8％と最も多く、次いで「通所介護・リハビリなどの充実」

37.1％、「訪問介護・看護・リハビリなどの充実」36.0％などとなっています。

　今後、介護に必要な施策はどのようなものと考えますか。（○はいくつでも）

問51

今後、介護に必要な施策（総数 278、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など、大規模で常時介護に対応できる施設の整備 77 27.7…

宅幼老所・グループホームなど、小規模で家庭的な雰囲気の中で常時介護のもと生活
できる施設の整備 55 19.8…

ケアハウスなど、それぞれの高齢者が、必要に応じた介護を受けながら生活できる施
設や共同住宅の整備 57 20.5…

自宅での生活が継続できるよう、短期入所（ショートステイ）などの一時的入所サー
ビスの充実 119 42.8…

自宅での生活が継続できるよう、訪問介護・訪問看護・訪問リハビリなど訪問系在宅
サービスの充実 100 36.0…

自宅での生活が継続できるよう、通所介護・通所リハビリなど通所系在宅サービスの充実 103 37.1…

自宅での生活が継続できるよう、福祉用具貸与・住宅改修の充実 67 24.1…

自宅での生活が継続できるよう、24時間対応の在宅サービスの充実 70 25.2…

認知症の人が利用できるサービスの充実 57 20.5…

その他 3 1.1…

特になし・わからない 25 9.0…

無回答 38 13.7…

総数（％ベース） 278 100.0…

0 10 20 30 40 50
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など、
大規模で常時介護に対応できる施設の整備

宅幼老所・グループホームなど、小規模で家庭的な
雰囲気の中で常時介護のもと生活できる施設の整備

ケアハウスなど、それぞれの高齢者が、必要に応じた
介護を受けながら生活できる施設や共同住宅の整備

自宅での生活が継続できるよう、短期入所
（ショートステイ）などの一時的入所サービスの充実
自宅での生活が継続できるよう、訪問介護・訪問看護・

訪問リハビリなど訪問系在宅サービスの充実
自宅での生活が継続できるよう、通所介護・
通所リハビリなど通所系在宅サービスの充実

自宅での生活が継続できるよう、
福祉用具貸与・住宅改修の充実
自宅での生活が継続できるよう、

24時間対応の在宅サービスの充実

認知症の人が利用できるサービスの充実

その他

特になし・わからない

無回答

27.7 

19.8

20.5

42.8

36.0

37.1

24.1

25.2 

20.5

1.1

9.0

13.7
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　以下の介護サービスは、県内ではほとんど実施されていませんが、これらのサービスが利用でき

るとしたら、利用したいと思いますか。（○は１つ）

①…　在宅要介護高齢者の生活を支えるため、ヘ

ルパーや看護師が日中、夜間を通じて定期的

に巡回訪問したり、利用者、家族からの通報

により随時対応するサービス（サービス名：

定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

○…「利用したい」が44.6％、「利用したくな

い」が3.2％などとなっています。

○…「利用したい」が39.9％、「利用したくな

い」が1.8％などとなっています。

②…　医療ニーズの高い高齢者に対応するため、

１つの事業所で小規模多機能型居宅介護の

サービスに加え、必要に応じて訪問看護が一

体的に提供されるサービス（サービス名：複

合型サービス）

問52

回答数 割合（％）

利用したい 124 44.6…

利用したくない 9 3.2…

わからない 96 34.5…

無回答 49 17.6…

総数（％ベース） 278 100.0…

回答数 割合（％）

利用したい 111 39.9…

利用したくない 5 1.8…

わからない 107 38.5…

無回答 55 19.8…

総数（％ベース） 278 100.0…

定期巡回・随時対応型介護看護の利用意向
（総数 278、単位％）

複合型サービスの利用意向
（総数 278、単位％）

利用したくない
3.2

利用したい
44.6

わからない
34.5

無回答
17.6

利用したくない
1.8

利用したい
39.9

わからない
38.5

無回答
19.8
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「認知症の受診・治療ができる病院・診療所の充実」と「入所できる施設の充実」がともに

45.7％と高く、次いで「緊急時に対応できる病院・診療所、施設の充実」36.3％、「認知症の

人が利用できる在宅サービスの充実」35.3％などとなっています。

　どのようなことが充実すれば、認知症になっても安心して暮らしていくことができると思います

か。

（○はいくつでも）

問54

認知症になっても安心して暮らしていくために充実すべきこと（総数 278、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

専門相談窓口の充実 80 28.8…

認知症の受診・治療ができる病院・診療所の充実 127 45.7…

緊急時に対応できる病院・診療所、施設の充実 101 36.3…

入所できる施設の充実 127 45.7…

認知症の人が利用できる在宅サービスの充実 98 35.3…

認知症家族の会等の充実 17 6.1…

成年後見制度等の権利擁護の充実 14 5.0…

徘徊高齢者見守りネットワークの充実 38 13.7…

認知症の講習会や予防教室等の充実 30 10.8…

認知症の正しい知識と理解をもった地域づくりの充実 74 26.6…

その他 12 4.3…

無回答 41 14.7…

総数（％ベース） 278 100.0…

0 10 20 30 40 50
専門相談窓口の充実

認知症の受診・治療ができる病院・診療所の充実

緊急時に対応できる病院・診療所、施設の充実

入所できる施設の充実

認知症の人が利用できる在宅サービスの充実

認知症家族の会等の充実

成年後見制度等の権利擁護の充実

徘徊高齢者見守りネットワークの充実

認知症の講習会や予防教室等の充実

認知症の正しい知識と理解をもった地域づくりの充実

その他

無回答

28.8 

45.7
36.3

45.7 35.3

6.1

5.0

13.7 

10.8

26.6 

4.3

14.7
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　主な介護者の方が介護する上で困っていることは何ですか。（○はいくつでも）

問56

回答数 割合（％）

本人に正確な症状を伝えるのが難しい 38 13.7…

現在の状況を理解してもらうのが難しい 63 22.7…

来客にも気を遣う 38 13.7…

本人の言動が理解できないことがある 60 21.6…

本人に受診を勧めても同意してもらえない 14 5.0…

本人に施設入所や通所サービスを勧めても、本人がいやがって利用しない 29 10.4…

適切な介護方法がわからない 22 7.9…

症状への対応がわからない 21 7.6…

移動する際の交通手段がない 10 3.6…

家族・親族に介護を協力してもらえない 16 5.8…

誰に、何を、どのように相談すればよいか、わからない 11 4.0…

日中、家を空けるのを不安に感じる 88 31.7…

介護を家族等他の人に任せてよいか、悩むことがある 14 5.0…

介護の方針などについて、家族・親戚などとの意見が合わない・理解が得られない 7 2.5…

介護について相談できる相手がいない 7 2.5…

サービスを思うように利用できない、サービスが足りない 10 3.6…

夜間に預かってくれる事業者がいない 7 2.5…

緊急時に対応してくれる事業者がいない 17 6.1…

サービスを利用したら本人の状態が悪化した（ことがある） 9 3.2…

サービス事業者との関係がうまくいかない 3 1.1…

ケアマネジャーとの関係がうまくいかない 0 0.0…

自分の用事・都合をすませることができない 43 15.5…

自分の仕事に影響が出ている 30 10.8…

身体的につらい（腰痛や肩こりなど） 51 18.3…

精神的なストレスがたまっている 97 34.9…

睡眠時間が不規則になり、健康状態がおもわしくない 26 9.4…

自分の自由になる時間、リフレッシュする時間が持てない 49 17.6…

先々のことを考える余裕がない 49 17.6…

経済的につらいと感じたときがある 36 12.9…

その他 18 6.5…

特に困っていることはない 18 6.5…

無回答 75 27.0…

総数（％ベース） 278 100.0…
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介護する上で困っていること【意思疎通について】
（総数 278、複数回答、単位％）

介護する上で困っていること【介護の仕方について】
（総数 278、複数回答、単位％）

○…「介護の仕方」については、「日中、家を空けるのを不安に感じる」が31.7％と突出して多

く、全体でも第２位に位置しています。

○…「意思疎通」面では、「現在の状況を理解してもらうのが難しい」が22.7％と最も多く、次い

で「本人の言動が理解できないことがある」が21.6％などとなっています。

適切な介護方法がわからない

本人に正確な症状を伝えるのが難しい

現在の状況を理解してもらうのが難しい

来客にも気を遣う

本人の言動が理解できないことがある

本人に受診を勧めても同意してもらえない

本人に施設入所や通所サービスを勧めても、
本人がいやがって利用しない

症状への対応がわからない

移動する際の交通手段がない

家族・親族に介護を協力してもらえない

誰に、何を、どのように
相談すればよいか、わからない

日中、家を空けるのを不安に感じる

介護を家族等他の人に任せてよいか、
悩むことがある

介護の方針などについて、家族・親戚などとの
意見が合わない・理解が得られない
介護について相談できる相手がいない

13.7 

22.7

13.7

21.6 

5.0

10.4 

7.9 

7.6

3.6

5.8

4.0 

31.7

5.0

2.5

2.5

0 10 20 30 40

0 10 20 30 40

適切な介護方法がわからない

本人に正確な症状を伝えるのが難しい

現在の状況を理解してもらうのが難しい

来客にも気を遣う

本人の言動が理解できないことがある

本人に受診を勧めても同意してもらえない

本人に施設入所や通所サービスを勧めても、
本人がいやがって利用しない

症状への対応がわからない

移動する際の交通手段がない

家族・親族に介護を協力してもらえない

誰に、何を、どのように
相談すればよいか、わからない

日中、家を空けるのを不安に感じる

介護を家族等他の人に任せてよいか、
悩むことがある

介護の方針などについて、家族・親戚などとの
意見が合わない・理解が得られない
介護について相談できる相手がいない

13.7 

22.7

13.7

21.6 

5.0

10.4 

7.9 

7.6

3.6

5.8

4.0 

31.7

5.0

2.5

2.5

0 10 20 30 40

0 10 20 30 40
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　（主な設問について抜粋したものです。）

調査結果の概要（元気高齢者）3

　家族構成をお教えください。（○は１つ）

○…「家族などと同居（二世帯住宅を含む）」が73.6％と最も多い半面、「ひとり暮らし」という人

が23.1％みられます。

問１

回答数 割合（％）

ひとり暮らし 28 23.1…

家族などと同居（二世帯
住宅を含む） 89 73.6…

その他（施設入居など） 0 0.0…

無回答 4 3.3…

総数（％ベース） 121 100.0…

家族構成
（総数 121、単位％）

ひとり暮らし
23.1

家族などと同
居（二世帯住
宅を含む）
73.6

無回答
3.3
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「あいさつ、立ち話をする程度の人がいる」

が38.0％と最も多く、次いで「困ったとき

に気軽に頼める人がいる」29.8％、「常に自

宅に様子を見にきてくれる（電話をくれる）

人がいる」13.2％などとなっています。

○…「介護・介助は必要ない」が81.8％と大部

分を占めています。

　近所の方とどの程度付き合いをしています

か。（○は１つ）

　あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介

助が必要ですか。（○は１つ）

問3 問4

回答数 割合（％）

常に自宅に様子を見にき
てくれる（電話をくれる）
人がいる

16 13.2…

お互いに訪問し合う人が
いる 14 11.6…

困ったときに気軽に頼め
る人がいる 36 29.8…

あいさつ、立ち話をする
程度の人がいる 46 38.0…

付き合いはない 8 6.6…

無回答 1 0.8…

総数（％ベース） 121 100.0…

回答数 割合（％）

介護・介助は必要ない 99 81.8…

何らかの介護・介助は必
要だが、現在は受けてい
ない

13 10.7…

現在、何らかの介護を受
けている 4 3.3…

無回答 5 4.1…

総数（％ベース） 121 100.0…

近所の方との付き合いの程度
（総数 121、単位％）

普段の生活での介護・介助の必要性
（総数 121、単位％）

常に自宅に様子を見
にきてくれる（電話
をくれる）人がいる
13.2

お互いに訪
問し合う人
がいる
11.6

困ったときに
気軽に頼める
人がいる
29.8

あいさつ、立
ち話をする程
度の人がいる
38.0

付き合い
はない
6.6

無回答
0.8

介護・介助
は必要ない
81.8

何らかの介護・
介助は必要だ
が、現在は受
けていない
10.7

現在、何ら
かの介護を
受けている
3.3

無回答
4.1
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　社会参加活動や仕事を、どのくらいの頻度でしていますか。（○は１つずつ）（総数121／上

段：回答数、下段：割合（％））

問25

週4回
以上

週2～
３回 週１回 月１～

３回 年に数回 参加して
いない 無回答

①�見守りが必要な高齢者
を支援する活動

0 0 1 1 3 102 14

0.0… 0.0… 0.8… 0.8… 2.5… 84.3… 11.6…

②�介護が必要な高齢者を
支援する活動　

2 0 0 2 0 104 13

1.7… 0.0… 0.0… 1.7… 0.0… 86.0… 10.7…

③�子どもを育てている親
を支援する活動

1 1 0 0 2 103 14

0.8… 0.8… 0.0… 0.0… 1.7… 85.1… 11.6…

④�地域の生活環境の改善
（美化）活動

0 0 1 3 31 76 10

0.0… 0.0… 0.8… 2.5… 25.6… 62.8… 8.3…

⑤収入のある仕事
14 5 3 3 3 82 11

11.6… 4.1… 2.5… 2.5… 2.5… 67.8… 9.1…

○…①～⑤のいずれも「参加していない」割合が60～80％と高くなっています。このうち、その

割合が比較的低い（参加割合が比較的高い）のは「④地域の生活環境の改善（美化）活動」と

「⑤収入のある仕事」です。④では「年に数回」参加の割合が25.6％、⑤では「週４回以上」

の割合が11.6％と高くなっています。
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「趣味、娯楽活動」が24.8％と最も多く、次いで「特にない」23.1％、「スポーツやレクリ

エーション活動」20.7％、「働くこと」19.0％などとなっています。

　どのような活動に参加したいですか（できると思いますか）。（○はいくつでも）

問31

参加したい活動（参加できると思う活動）
（総数 121、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

働くこと 23 19.0…

学習や教養を高めるための活動 19 15.7…

スポーツやレクリエーション活動 25 20.7…

趣味、娯楽活動 30 24.8…

老人クラブ活動 17 14.0…

町内会、自治会活動 11 9.1…

地域のボランティア活動 13 10.7…

サークル・自主グループによる活動 8 6.6…

自分の知識や技術を生かした活動 14 11.6…

若い世代との交流（学校訪問など） 2 1.7…

その他 6 5.0…

特にない 28 23.1…

無回答 9 7.4…

総数（％ベース） 121 100.0…

働くこと

学習や教養を高めるための活動

スポーツやレクリエーション活動

趣味、娯楽活動

老人クラブ活動

町内会、自治会活動

地域のボランティア活動

サークル・自主グループによる活動

自分の知識や技術を生かした活動

若い世代との交流（学校訪問など）

その他

特にない

無回答

19.0
15.7

20.7

24.8

14.0

9.1

10.7

6.6

11.6

1.7

5.0

23.1

7.4

0 10 20 30
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○…「がんや高血圧などの生活習慣病にならないための工夫について」が36.4％、「認知症の予防

について」が35.5％で第１位にほぼ並び、次いで「望ましい食生活について」23.1％、「寝た

きりの予防について」が22.3％で同様に並んでいます。

　あなたは健康についてどのようなことが知りたいですか。（○は３つまで）

問43

健康について知りたいこと
（総数 278、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

がんや高血圧などの生活習慣病にならないための工夫について 44 36.4…

望ましい食生活について 28 23.1…

運動の方法について 24 19.8…

健康診断・各種検診の内容や受け方などについて 20 16.5…

寝たきりの予防について 27 22.3…

歯の健康について 7 5.8…

認知症の予防について 43 35.5…

うつ病の予防について 6 5.0…

その他 5 4.1…

無回答 18 14.9…

総数（％ベース） 121 100.0…

がんや高血圧などの生活習慣病に
ならないための工夫について

望ましい食生活について

運動の方法について

健康診断・各種検診の内容や
受け方などについて

寝たきりの予防について

歯の健康について

認知症の予防について

うつ病の予防について

その他

無回答

36.4
23.1

19.8

16.5

22.3

5.8

35.5 

5.0

4.1

14.9

0 10 20 30 40
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「かかりつけの医師（主治医）に定期的に診てもらっている」が61.2％と最も多く、次いで

「口の中を清潔にしている（歯みがき、うがいなど）」と「休養や睡眠を十分にとっている」がと

もに53.7％、「栄養バランスやかむ回数に気をつけて食事をしている」が47.9％、「規則的な

生活を心がけている（夜更かしをしないなど）」が47.1％などとなっています。

　あなたは、ふだんから健康や介護予防のために気をつけていることはありますか。（○はいくつ

でも）

問44

ふだんから健康や介護予防のために気をつけていること（総数 121、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

栄養バランスやかむ回数に気をつけて食事をしている 58 47.9…

口の中を清潔にしている（歯みがき、うがいなど） 65 53.7…

ウォーキングや体操など、定期的に運動をしている 51 42.1…

規則的な生活を心がけている（夜更かしをしないなど） 57 47.1…

たばこをやめた 14 11.6…

お酒を飲みすぎない 12 9.9…

パズルや計算作業など、認知症の予防に取り組んでいる 15 12.4…

定期的に健康診断を受けている 34 28.1…

かかりつけの医師（主治医）に定期的に診てもらっている 74 61.2…

気持ちをできる限り明るく保つ 39 32.2…

休養や睡眠を十分にとっている 65 53.7…

その他 0 0.0…

特にない 4 3.3…

無回答 1 0.8…

総数（％ベース） 121 100.0…

栄養バランスやかむ回数に気をつけて食事をしている
口の中を清潔にしている（歯みがき、うがいなど）
ウォーキングや体操など、定期的に運動をしている

規則的な生活を心がけている（夜更かしをしないなど）
たばこをやめた

お酒を飲みすぎない
パズルや計算作業など、認知症の予防に取り組んでいる

定期的に健康診断を受けている
かかりつけの医師（主治医）に定期的に診てもらっている

気持ちをできる限り明るく保つ
休養や睡眠を十分にとっている

その他
特にない
無回答

47.9 
53.7

42.1
47.1

11.6 
9.9 

12.4
28.1

61.2
32.2

53.7
0.0

3.3
0.8
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　介護をした経験はありますか。（○は１つ）

○…「今まで介護したことはない」が56.2％、

「以前は介護をしていたが現在はしていない」

が33.9％、「現在介護をしている」が4.1％

となっています。

○…「できるかぎり自宅に住みながら介護サービ

スを利用したい」が46.3％、次いで「今の

ところ、よくわからない」が37.2％、「自

宅以外の「介護施設」や「高齢者向けの住ま

い」に入所（入居）して生活したい」が

14.0％となっています。

　自分に介護が必要となった場合に介護を受け

たい場所

問45 問46

回答数 割合（％）

現在介護をしている 5 4.1…

以前は介護をしていたが
現在はしていない 41 33.9…

今まで介護したことはな
い 68 56.2…

無回答 7 5.8…

総数（％ベース） 121 100.0…

回答数 割合（％）

できるかぎり自宅に住み
ながら介護サービスを利
用したい

56 46.3…

自宅以外の「介護施設」
や「高齢者向けの住まい」
に入所（入居）して生活
したい

17 14.0…

今のところ、よくわから
ない 45 37.2…

無回答 3 2.5…

総数（％ベース） 121 100.0…介護をした経験の有無
（総数 121、単位％）

自分に介護が必要となった場合に
介護を受けたい場所
（総数 121、単位％）

現在介護を
している
4.1

以前は介護をし
ていたが現在は
していない
33.9

今まで介護し
たことはない
56.2

無回答
5.8

できるかぎり
自宅に住みな
がら介護サー
ビスを利用し
たい
46.3

自宅以外の「介護施
設」や「高齢者向け
の住まい」に入所（入
居）して生活したい
14.0

今のところ、
よくわから
ない
37.2

無回答
2.5
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「事業内容の周知」が35.5％と最も多く、次いで、「高齢者の一般的な相談」32.2％、「病院

や施設の入退院（所）に関する相談」22.3％などとなっています。

　今後、地域包括支援センターに力を入れてほしい事業は何ですか。（○は３つまで）

問49

今後、地域包括支援センターに力を入れてほしい事業
（総数 121、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

事業内容の周知 43 35.5…

高齢者宅への訪問等による実態把握 21 17.4…

高齢者の一般的な相談 39 32.2…

認知症の相談 8 6.6…

病院や施設の入退院（所）に関する相談 27 22.3…

介護予防の普及啓発事業 13 10.7…

介護予防のためのケアプランの作成 8 6.6…

高齢者虐待、消費者被害の防止 3 2.5…

成年後見制度の周知と相談 5 4.1…

その他 4 3.3…

特にない 12 9.9…

無回答 19 15.7…

総数（％ベース） 121 100.0…

事業内容の周知

高齢者宅への訪問等による実態把握

高齢者の一般的な相談

認知症の相談

病院や施設の入退院 (所 ) に関する相談

介護予防の普及啓発事業

介護予防のためのケアプランの作成

高齢者虐待、消費者被害の防止

成年後見制度の周知と相談

その他

特にない

無回答

35.5

17.4 

32.2

6.6

22.3 

10.7 

6.6 

2.5

4.1 

3.3

9.9

15.7

0 10 20 30 40
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　あなたは、認知症という病気のことをご存じ

ですか。（○は１つ）

○…「ある程度知っている」が49.6％と最も多

く、次いで「よく知っている」30.6％、「ほ

とんど知らない」12.4％などとなっていま

す。

○…「認知症の予防」が65.3％と最も高く、次

いで「認知症の介護の仕方」51.2％、「認知

症の医学的な情報」39.7％などとなってい

ます。

　あなたは、認知症のどんなことに関心があり

ますか。（○はいくつでも）

問50 問52

回答数 割合（％）

よく知っている 37 30.6…

ある程度知っている 60 49.6…

ほとんど知らない 15 12.4…

全　く知らない 3 2.5…

無回答 6 5.0…

総数（％ベース） 121 100.0…

回答数 割合（％）

認知症の介護の仕方 62 51.2…

認知症の医学的な情報 48 39.7…

認知症の予防 79 65.3…

認知症の人や家族を支え
るボランティア活動 15 12.4…

その他 3 2.5…

無回答 11 9.1…

総数（％ベース） 121 100.0…認知症という病気の認知度
（総数 121、単位％）

認知症に関して関心のあること
（総数 121、複数回答、単位％）

よく知って
いる
30.6

あ る 程 度
知っている
49.6

ほとんど
知らない
12.4

無回答
5.0全く知らない

2.5

0 20 40 60 80

認知症の介護の仕方

認知症の医学的な情報

認知症の予防

認知症の人や家族を支える
ボランティア活動

その他

無回答

51.2

39.7

65.3
12.4

2.5

9.1
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「認知症の受診・治療ができる病院・診療所の充実」が60.3％と最も多く、次いで「専門相談

窓口の充実」が51.2％、「入所できる施設の充実」が43.8％などとなっています。

　どのようなことが充実すれば、認知症になっても安心して暮らしていくことができると思います

か。（○はいくつでも）

問54

認知症になっても安心して暮らしていくために充実すべきこと
（総数 121、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

専門相談窓口の充実 62 51.2…

認知症の受診・治療ができる病院・診療所の充実 73 60.3…

緊急時に対応できる病院・診療所、施設の充実 39 32.2…

入所できる施設の充実 53 43.8…

認知症の人が利用できる在宅サービスの充実 36 29.8…

認知症家族の会等の充実 9 7.4…

成年後見制度等の権利擁護の充実 7 5.8…

徘徊高齢者見守りネットワークの充実 15 12.4…

認知症の講習会や予防教室等の充実 14 11.6…

認知症の正しい知識と理解をもった地域づくりの充実 37 30.6…

その他 3 2.5…

無回答 12 9.9…

総数（％ベース） 121 100.0…

専門相談窓口の充実

認知症の受診・治療ができる病院・診療所の充実

緊急時に対応できる病院・診療所、施設の充実

入所できる施設の充実

認知症の人が利用できる在宅サービスの充実

認知症家族の会等の充実

成年後見制度等の権利擁護の充実

徘徊高齢者見守りネットワークの充実

認知症の講習会や予防教室等の充実

認知症の正しい知識と理解をもった地域づくりの充実

その他

無回答

51.2

60.3

32.2

43.8

29.8

7.4 

5.8

12.4

11.6

30.6

2.5

9.9 

0 6020 8040
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○…「介護保険の在宅サービスの充実」が57.9％と最も多く、次いで「介護保険の施設サービスの

充実」45.5％、「外出支援」30.6％などとなっています。

　行政に望む高齢者施策はどのような事業ですか。（○はいくつでも）

問56

行政に望む高齢者施策（総数 121、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

介護保険の在宅サービスの充実 70 57.9…

介護保険の施設サービスの充実 55 45.5…

小規模な環境で介護サービスを受けながら共同生活できるサービスの充実 31 25.6…

介護に関する相談や介護者教室の充実 27 22.3…

介護予防（寝たきり予防、認知症予防など）事業の充実 29 24.0…

外出支援（公共交通機関を利用する際の助成、移送サービスなど） 37 30.6…

生活支援 22 18.2…

健康づくりのための教室、健康相談の充実 18 14.9…

健康診断や歯科検診などの充実 16 13.2…

隣近所の助け合いやボランティア活動の育成や活動への助成 10 8.3…

生きがいをもって活動できる場や働ける場の整備 12 9.9…

世代間の交流事業や高齢者の知識や経験を伝える場づくり 9 7.4…

認知症疾患医療センター等の専門医療機関の充実 31 25.6…

その他 4 3.3…

無回答 13 10.7…

総数（％ベース） 121 100.0…

介護保険の在宅サービスの充実

介護保険の施設サービスの充実

小規模な環境で介護サービスを受けながら共同生活できるサービスの充実

介護に関する相談や介護者教室の充実

介護予防（寝たきり予防、認知症予防など）事業の充実

外出支援（公共交通機関を利用する際の助成、移送サービスなど）

生活支援

健康づくりのための教室、健康相談の充実

健康診断や歯科検診などの充実

隣近所の助け合いやボランティア活動の育成や活動への助成

生きがいをもって活動できる場や働ける場の整備

世代間の交流事業や高齢者の知識や経験を伝える場づくり

認知症疾患医療センター等の専門医療機関の充実

その他

無回答

57.945.5 
25.6

22.3
24.0
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

○…「通院」が62.8％と最も高く、次いで「買物」52.1％、「配食サービス」47.9％などとなっ

ています。

　日常生活に対する支援として、どのようなサービスがあれば、介護が必要になった場合でも住み

なれた地域で暮らし続けることができると思いますか。（○はいくつでも）

問57

日常生活に対する支援として、
あればよいと思うサービス

（総数 121、複数回答、単位％）

回答数 割合（％）

通院 76 62.8…

買物 63 52.1…

洗濯 37 30.6…

掃除 44 36.4…

調理 30 24.8…

配食サービス 58 47.9…

話し相手 38 31.4…

雪かき 46 38.0…

その他 8 6.6…

無回答 15 12.4…

総数（％ベース） 121 100.0…

0 20 60 8040

通院

買物

洗濯

掃除

調理

配食サービス

話し相手

雪かき

その他

無回答

62.8

52.1

30.6

36.4

24.8

47.9

31.4 

38.0

6.6

12.4 
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　計画策定を前に実施した高齢者アンケート調査の結果からは、今後に向けた課題として次のよう

な点が挙げられます。

高齢者保健福祉の課題4第 節

アンケート調査から見た課題1

⑴　要介護・要支援高齢者

　○�　緊急時対応等、介護や支援を必要とする、弱い立場に置かれがちな方を取り巻く、地域共助

の関係づくり

　　…　急病時等に駆けつけてくれる親族が近くにいないという方が３割近くおり、地域の共助や、

公助に対するニーズは高まっている状況がうかがえます。

　　…　また、２割程度の方が、近所付き合いがないと回答しており、また、付き合いがある場合で

も、あいさつ程度という方が比較的多くなっています。普段からの見守りや共助など、つなが

りを保つ方向性が大切になります。

　　…　（参考データ：問４（24ページ）、問５（24ページ））

　○　要介護度等の進行抑制に向けた、適切なサービス利用

　　…　元気高齢者に比べると、介護が必要な状態に置かれた高齢者の日常生活動作については低下

します。

　　…　生活支援や介護度の重度化抑制などの観点から、介護サービス等の適切な利用を引き続き促

進していく必要があります。

　○　地域生活を継続するための社会的なつながりの促進

　　…　地域に求める支援としては、災害や急病の時などの手助けを挙げる人が多くなっています。

　　…　緊急性を伴う支援ニーズが浮かび上がっていますが、だからこそ、日常からのつながりが重

要になるとも考えられ、コミュニティづくり等、幅広い観点からの対応が必要となります。

　　　（参考データ：問33（26ページ））
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第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

　○　介護サービス環境の充実

　　…　在宅介護サービスでは、ショートステイや通所系、訪問系など幅広い回答が見られます。ま

た、施設サービスについても、規模の大小等、回答は多様化しています。実績動向等も踏まえ

つつ、適切なサービス基盤の充実を進めていく必要があります。

　　…　（参考データ：問51（31ページ））

　○　未実施サービスの検討

　　…　介護サービスについては、現状では町において実施していないサービスもあります。

　　…　ニーズ量によっては、事業者の確保が難しいサービスもありますが、今後は、実際の利用

ニーズや、県内におけるサービス基盤状況なども勘案しつつ、計画的に対応していく必要があ

ります。

　　…　（参考データ：問52（32ページ））

⑵　元気高齢者向け調査

　○　ひとり暮らし等、支援の必要性がより高い世帯への適切な支援

　　…　高齢者支援ニーズが多様化するなかで、ひとり暮らしの方は特に支援の必要性が高く、適切

な支援が求められます。

　　…　今後は、ニーズの把握や支援環境の充実などをさらに進めていく必要があります。

　　…　（参考データ：問１（36ページ））

　○　地域コミュニティにおける日常的なつながり、共助の環境づくり

　　…　高齢者への支援を進めていく上では、介護サービスや行政による支援ばかりでなく、日常的

なつながり、関わりが大切な要素となります。

　　…　高齢者が日常において地域での関わりを持つ機会は、決して多いとは言えない状況です。

　　…　福祉活動や就労等、さまざまな活動を促進することにより、互いにふれあい、緩やかなつな

がりを保つコミュニティづくりを進めていく必要があります。

　　…　（参考データ：問25（38ページ））
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　○　日常生活動作や健康管理等について、介護予防につながる意識啓発や、習慣づけ等の促進

　　…　日常生活の動作や行動等に関する状況については、元気高齢者ということもあり、比較的多

くの方が行動・実践できる状況がみられます。一方で、介護予防の観点からはこうした一人ひ

とりの取り組みをより継続、習慣化し、意識啓発や介護予防活動の広がりへとつなげていく必

要があります。

　○�　生活や生きがい、さまざまな活動などが介護予防につながるものとして、多様な活動の介護

予防視点による実践奨励、情報提供

　　…　趣味や娯楽、スポーツ・レクリエーション、就労などが、高齢者の活動ニーズとして高く

なっています。介護予防、健康寿命の伸長にも効果が高いこうした活動を支援するため、ニー

ズに対応した機会づくりの促進等をさらに進める必要があります。

　　…　（参考データ：問31（39ページ））

　○�　認知症に関する適切な理解や予防の促進

　　…　認知症については、一定の理解は進んでいるものの、介護や医療、情報など、関心やニーズ

は多岐にわたっています。

　　…　地域包括ケアの観点からも、認知症対応は重要な課題となっており、理解や予防の促進、適

切な情報提供等が求められます。

　　…　（参考データ：問50（44ページ）、問52（44ページ））



51

第２章 ◆ 高齢者を取り巻く状況

高齢者を支える取り組みに向けた課題2

⑴　介護保険事業の安定運営

　…　社会保障ニーズが全般的に高まるなかで、高齢者福祉、とりわけ介護保険事業については、多

様化、かつ増大するニーズへの対応が重要な課題となっています。保険料の上昇については、基

金の活用や、低所得者向け対策の充実などが求められるほか、ニーズに対応したサービス基盤の

構築、さらには介護人材の確保など、安定運営に際しては多岐に渡る視点のもと、取り組みを進

めていく必要があります。

⑵　相談・情報提供・地域コミュニケーション

　…　多様化する高齢者ニーズに対応するために、相談機会や情報を得る機会の充実を図る必要があ

ります。

　…　複雑な介護サービス体系など、周知や理解を進めながら、適切な判断を支援するわかりやすい

情報提供が求められます。

　…　日常生活上や、サービス利用の際など、相談対応についてもさまざまなニーズにこれまで以上

に対応していく必要があります。

　…　地域とのコミュニケーションについても、意識啓発や適切な理解の促進、地域ぐるみで取り組

んでいくための機運の醸成等の観点から、進めていくことが必要です。
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基本理念と基本目標

住み慣れた地域で生きがいを持ち、
 安心して暮らし続けていけるまち

計画の基本的な考え方3第　　 章

1第 節

基本理念1

　高齢社会の本格的な到来に伴い、高齢者のニーズも多様化、高度化しています。介護サービス等

の個別事業の充実はもちろんのこと、認知症や高齢者の権利擁護といった対策も重要性を増してい

るほか、医療と介護の連携など、さまざまなサービスや事業を切れ目なく提供していく必要性が高

まっています。

　国においてもこうした観点から、第６期となる本計画より、その実現に向けた実践的な取り組み

を強化しようとしています。さらに、平成37年（2025年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自

立生活の支援を目的とした、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしをいつまでも続ける

ことができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を目

指しています。

　こうした状況を踏まえ、町においても、地域の実情に応じた包括的なケアシステムの実現を主要

な目標とし、誰もが自分らしく、安心して住み続けることを本計画の基本理念として位置づけます。
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第３章 ◆ 計画の基本的な考え方

基本目標

生きがい、ふれあいが広がるまち

安心と支援がつながるまち

安全な暮らしが続くまち

2

　元気な高齢者は、高齢社会における活力源であり、健康寿命の伸長や、その力を地域で発揮して

いただくなど、さまざまな効果、役割が期待されています。

　そのため、高齢者ができるかぎり、いつまでも健康で、生きがいをもって暮らし続けられるまち

づくりを進めます。

　高齢者の多様なニーズ、とりわけ医療や介護、介護予防など、支援の主となる部分については、

それぞれが密接に連携しながら、切れ目のない環境づくりを進めていく必要があります。

　そのため、各サービスや事業が連携し、包括的な視点のもとで、地域の支えあいをはぐくみ、高

齢者がいつまでも住み慣れた地域で自立した暮らしができるまちづくりを進めます。

　高齢者支援の中核の一つである介護サービス等については、きめ細かく多様化するサービスメ

ニューのもとで、事業が円滑に運営され、必要なサービスが適切に提供される必要があります。

　そのため、サービス基盤の構築やニーズ動向の把握などを通じ、適切な支援のあるまちづくりを

進めます。

目 標 1

目 標 2

目 標 3
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■参考：第５次軽井沢町長期振興計画における、高齢者福祉関連の位置づけ

　　　　…（前期基本計画［平成25年度～平成29年度］の基本方針５「安心して暮らせる健康福祉

のまち」における記載事項）

⑴　生きがい支援と介護予防の推進

　元気高齢者の地域参加、健康増進活動を支援し、地域での活躍を促進します。

　●生きがい・交流の支援（老人クラブの支援、温泉施設利用・外出支援）

　●介護予防支援活動の充実（地域支援事業の展開）

⑵　在宅生活の支援

　介護保険サービスと地域の力で、高齢者の在宅生活を支えます。

　●介護サービスの充実（デイサービス、ショートステイ、ホームヘルプサービス）

　●介護家族の支援（介護用品の支給、リフレッシュ事業）

　●地域での見守り（見守り活動、緊急通報システム）

⑶　高齢者福祉と介護を支える体制の充実

　介護保険の運用と、軽井沢町ならではの地域ケアネットワークで安心の基盤を形成します。

　●介護保険制度の効果的な運用

　●…地域包括ケア体制の構築（地域包括支援センターを中心とする保健・福祉・医療・地

域の連携）
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第３章 ◆ 計画の基本的な考え方

施策の推進方向3
　元気高齢者には、いつまでも元気で、かつ生きがいをもって暮らしていただけるよう、健康づく

りや介護予防、生きがい対策等の事業を推進します。

　また、高齢者の方々が地域で支えあい、支援の輪を広げることができるよう、相談体制を充実さ

せ、サービス間の連携を密にした、自立して暮らせる体制づくりを目指します。

　（要支援１・２については今後、介護予防サービスの一部（訪問介護・通所介護）が、地域支援

事業等による「新たな介護予防・日常生活総合支援事業」として、より多様な介護予防事業へと移

行することとなります。）

▶▶▶…新たな介護予防・日常生活支援総合事業の構成

元　気
高齢者

要支援・
要介護状態に
陥るおそれの
ある高齢者

要支援
１・２

要介護
１～５

一般介護予防事業

介護予防・生活支援サービス事業

高齢者の状態

元　気 重　度軽　度

介護（予防）サービス

地域支援事業
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施策の体系2第 節

　　　　生きがい、ふれあいが広がるまち目標１

　　　　安心と支援がつながるまち目標2

　　　　安全な暮らしが続くまち目標3

○疾病予防・健康づくり　　　○元気づくり
○生きがいづくりと社会参加

○地域包括ケアの推進　　　　○要支援・要介護認定者の支援
○介護者の支援　　　　　　　○地域福祉の推進

○地域福祉の拠点施設　　　○だれもが暮らしやすい環境づくり

【　基本理念　】

【　3つの基本目標　】

住み慣れた地域で生きがいを持ち、
安心して暮らし続けていけるまち



57

第４章 ◆ 高齢者施策の推進

生きがい、ふれあいが広がるまち

高齢者施策の推進4第　　 章

1第 節

疾病予防・健康づくり1
《施策の方針》

　○…　軽井沢町では、恵まれた自然と歴史と文化が豊かな環境のなかで将来にわたり「健康な地域

づくり」を実現するために、健康増進計画である「みんなでつくろう！健康かるいざわ21」

を平成18年度より計画し、実施しています。また、平成27年度に最終評価を行い、次期計

画を策定します。

　○　この計画に基づき、生活習慣病の予防等に努めていきます。

⑴　疾病予防の推進

施策・事業 内　容

特定健康診査

　現在は40～74歳の国保加入者に特定健診を実施し、75歳以上の方は後期
高齢者健診を長野県後期高齢者医療広域連合から受託する形で実施していま
す。町では町内医療機関、保健福祉複合施設「木もれ陽の里」で受診できる
ようになっています。
　生活習慣病を予防し、自らの健康を自ら守る実践の第一歩として、さらに
周知等に努め、受診率向上を図ります。

特定保健指導

　特定健診で把握された指導が必要な方に、生活習慣病の発症リスクの程度
に応じて、動機づけ支援と積極的支援として階層化し、保健指導の方法、実
施期間等を変えて実施しています。今後は疾病の早期発見だけでなく、個別
の生活習慣を踏まえた疾病予防にさらに努めます。

各種がん検診

　胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス検診は、一部補助
で実施、女性特有のがん（乳がん、子宮頚がん）検診は、全額補助で実施し
ております。
　今後とも受診体制を継続して早期発見に努めます。

予防接種事業

　主に65歳以上の高齢者にインフルエンザ予防接種を県内の各医療機関で
1,000円の自己負担で接種できるよう費用の一部を助成しています。
　また、65歳以上100歳以下の５歳きざみの年齢の高齢者に肺炎球菌予防接
種を県内の各医療機関で2,000円の自己負担で接種できるよう、費用の一部
を助成しています。また、年齢該当以外の方には、上限5,000円で接種費用
の2分の1程度の補助をしています。
　今後も継続して実施し、接種率の向上を図ります。
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⑵　健康づくりの促進

施策・事業 内　容

健康づくりの啓発

　平成19年度に保健福祉複合施設「木もれ陽の里」を開設し、保健・福祉の
連携のもと、保健活動の推進と地域福祉の充実を図り、町民等の健康増進の
拠点として運用しています。特に健康増進部門は町民等の健康づくりと介護
予防を支援するために、理学療法士２名、運動指導士３名の専属スタッフを
配置し、完全予約制にて運動等指導にあたっています。
　運動指導においてはスペース的な問題もあり、町民及び町内に別荘のある
方に限っての使用となりますが、介護保険の申請を少しでも先のばしにでき
るよう、元気なうちに運動習慣を身につけてもらうことを目的に実施してい
ます。
　今後とも「木もれ陽の里」を拠点として、介護予防の視点に立ち、高齢者
の健康づくりの普及・啓発に努めていきます。

健康増進計画の推進

　平成18年度から10カ年計画である健康増進計画「みんなでつくろう！健
康かるいざわ21」において高齢期の健康づくりの目標を「生涯現役で、高齢
になってもいきいきと自立して生活できる期間である健康寿命を延ばす」と
して、健康教室の開催等を行っています。
　今後も、より身近な場所で啓発活動を行い、疾病予防を重点においた対策
や健康づくりの実践を町民に働きかけていきます。
　また、平成27年度に最終評価を実施し、次期計画を策定します。

健康づくり資源の活用

　「木もれ陽の里」をはじめ、町内にある各種運動施設等の地域資源や豊かな
自然を最大限に活かし、保健センターが中心となり健康づくり活動への参
加・継続を促したり、地区の公民館等に健康教育に出向くなど、身近な活動
を推進していきます。

健康づくり人材の育成

　保健補導員や食生活改善推進員が中心になり、地域の中での健康づくりの
普及・啓発を行っています。また、地域における介護予防活動や健康づくり
等のリーダーとしての育成を行っています。
　人手不足や機会を作ることが難しい面もありますが、今後もこうした人材
を継続的に育成していきます。
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第４章 ◆ 高齢者施策の推進

元気づくり2
《施策の方針》

　○…　介護予防は加齢による心身の機能低下を遅らせ、健康な状態を長期間維持できるように、高

齢者が毎日の生活の中で介護予防の視点を取り入れて運動をしたり、食生活に気をつかった

り、明るい気持ちで生活できるための働きかけ、活動支援をしていきます。

　○…　介護保険法の改正により「新しい介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」が

新たに創設されたことによって、これまでの一次及び二次の介護予防事業を再編し、これまで

以上に効果的な介護予防に向け、準備や実践に取り組んでいきます。

　○…　一般介護予防事業については、平成２９年度からの開始を予定します。それに向けて、事業

が円滑に移行されるよう業者選定及び対象者への説明を進めていきます。

施策・事業 内　容

介護予防普及啓発事業及び地
域介護予防活動支援事業

　介護予防についての基本的知識の普及を図り、「介護予防教室」等、知識を
習得する場への参加促進のため、情報発信を行います。
　地域で活動している各地区民生委員や、保健補導員等と連携し、支援を必
要とする高齢者の早期把握に努めていきます。
　「キャラバン・メイト養成研修」及び「認知症サポーター養成講座」によ
り、認知症予防と地域で支える活動の普及、啓発を図ります。
　広報（広報かるいざわ、町ホームページ）及びＦＭかるいざわ等にて、一
般住民への介護予防に関する活動につながる知識の普及・啓発に努めていき
ます。
　住民相互の支え合いを基盤とした、社会福祉協議会が行う「安心ほっと生
活サポート事業（ルイザ券）」の普及に努めます。

一次予防事業

　「新しい総合事業」開始までは、65歳以上の一般高齢者（介護保険認定者・
二次予防事業対象者を除く）を対象に「足腰おたっしゃ教室」を各地区にて
開催し、地域ぐるみでの運動習慣、歯科衛生、認知症予防が日常生活に定着
するよう進めていきます。
　また、介護予防意識の維持・向上を図ります。
　更なる心身の機能の維持向上を図りたい方を対象に、「木もれ陽の里」での
「元気アップ教室」等専門スタッフの指導による運動の機会を提供し、個別の
ニーズに対応できるように努めます。
　「新しい総合事業」開始後は一般介護予防事業に移行します。

一次予防事業評価事業
　一次予防事業が対象者にとって、適切かつ効果的な介護予防となっている
か、プロセス評価等の方法を用いて評価を行います。
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施策・事業 内　容

一般介護予防事業
【新規】

　全ての第１号被保険者及びその支援のための活動に関わる方に対し、これ
までの一次、二次にわたる介護予防事業を再編し、新たに一般介護予防事業
として推進、実効性や持続性のある予防に向けた支援事業として進めていき
ます。現状では事業について、概ね次のとおり想定します。
　「介護予防把握事業」として、収集した情報等の活用により、閉じこもり等
の何らかの支援を要する方を把握し、介護予防活動へつなげていきます。
　「介護予防普及啓発事業」として、介護予防に関する活動の普及・啓発を行
います。
　「地域介護予防活動支援事業」として、住民主体の介護予防活動の育成・支
援を行います。
　「一般介護予防事業評価事業」として、介護予防の目標等に対する達成状況
等を検証し、一般介護予防事業の評価を行います。

生きがいづくりと社会参加3
《施策の方針》

　○…　高齢者がいきいきと充実し、潤いのある生活を送ることができるよう、多様な形態の就労や

ボランティア等社会貢献の機会や場の拡充に努めるとともに、さまざまなスポーツ・学習活動

の一層の充実、促進を図っていきます。

　○…　高齢者が地域社会の一員として積極的に参加、貢献できるよう、情報の提供や参加しやすい

体制づくりに取り組んでいきます。

⑴　雇用・就労への支援

施策・事業 内　容

就労相談・支援
　高齢者の長年培った豊かな知識・経験・技術を生かすことができるよう、
シルバー人材センターや関係機関と連携し、雇用情報の提供や相談窓口の充
実、技術開発の支援に努めます。

継続雇用と再就職の推進

　高齢者や若年性認知症の方の継続雇用や再就職への重要性について、事業
者への普及・啓発を図り、民間企業等における高齢者等の就労機会の確保に
努めます。
　高齢者の体力や健康状態等に配慮した就労環境となるよう、関係機関と協
働して事業主へ働きかけます。
　シルバー人材センターとの協働による就業機会の提供や、事業主への高齢
者雇用促進についての働きかけを行います。

シルバー人材センターへの
支援

　定年退職者や高齢者を対象に、シルバー人材センターが、臨時的・短期的
な就業機会の開拓と紹介、高齢者の就業に関する情報の提供や相談支援、技
能講習の実施等を継続して行えるよう支援していきます。
　シルバー人材センターと協働し、広報紙等を活用し、会員登録者の拡大を
図るとともに、受託業務の開発・事業の拡大、技能講習の実施等について支
援します。
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第４章 ◆ 高齢者施策の推進

⑵　学習・スポーツ・レクリエーション活動等の充実

⑶　地域における社会参加

施策・事業 内　容

生涯学習の推進

　各種講座への参加を促進するため、パンフレットや広報紙等を通じて、生
涯学習情報の提供に努めるとともに、高齢者の学ぶ意欲を引き出し、充実し
た生活が営めるような生涯学習活動を推進します。
　高齢者の学習意欲に応えるために、老人福祉センターの趣味クラブやシニ
ア大学、講演会、交通安全教室をはじめ、幅広い学習機会を提供するととも
に、内容の充実に努めます。
　社会福祉協議会や老人福祉センターと協働し、ふれあい祭りや高齢者作品
展等のイベントを活用して学習の成果や作品を発表するなど、高齢者の自己
表現の場を提供します。

スポーツ・レクリエーション
活動の推進

　高齢者が安全で楽しみながらスポーツ活動に取り組めるよう、スポーツ指
導員の確保・育成や気軽に楽しめるスポーツ・レクリエーション活動の振興
に努めます。

施策・事業 内　容

老人クラブ活動の支援

　高齢者の長年にわたって培われてきた知識・経験等を活かし、生きがいづ
くりや健康づくり、奉仕活動等の活動を通じて明るい長寿社会づくりを目指
す老人クラブの活動を今後とも支援していきます。
　高齢者が親しい仲間とともに楽しく健全な生活ができるよう、減少傾向に
ある会員の加入促進やリーダーの育成、魅力あるプログラムづくり等を通じ
て、老人クラブ活動の活性化を支援していきます。

多様な活動・交流の促進

　高齢者同士の交流を促進し、仲間づくりや地域の情報の交換等が活発に行
われるように、交流の機会や場の拡充に努めます。
　高齢者が生きがいを見い出し、自らの能力や経験等を発揮できる機会や場
を創出できるよう、学校、幼稚園、保育園、地域等との連携を図りながら、
多様な活動や事業を通じて、異世代との交流を促進します。
　地域における各種団体による活動が活発に行われるよう、参加促進や活動
の場の提供により、支援の充実を図ります。
　高齢者の自主的な活動を先導するリーダーを養成するため、社会福祉協議
会や老人福祉センターをはじめ関係機関と協働し、講習会や交流会の開催を
図ります。

社会参加の促進

　社会福祉協議会や各種団体と連携を図りながら、ボランティア活動や地域
活動への参加意識が高まるよう啓発活動を推進します。
　高齢者の持つ豊かな知識や習得した技術、幅広い経験を活かし、生活習慣
や伝統文化を伝承するなど、身近な世代間交流を通じて社会参加できる機会
や場の充実に努めます。
　高齢者の持つ知識や能力を活かし、個性豊かな地域づくりや心豊かな子ど
もたちを育成していくうえで貢献できるよう、地域社会づくりへの高齢者の
参加を促進・支援するための環境づくりに努めます。
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施策・事業 内　容

交流の場の充実・活用

　高齢者をはじめ住民の生きがいづくり、教養、娯楽、健康増進等を高める
ための施設として、木もれ陽の里や老人福祉センターを設置しています。ま
た、住民福祉の増進や地域住民の文化教養の向上等を図るために各地区に集
会施設が設置されています。
　これらの施設については、今後とも地域における交流の場として積極的な
活用を図ります。
　老人福祉センター、屋内多目的運動場が生きがい、健康づくりの拠点とな
るように指定管理者とも協議しながら、実施計画との整合性を図りつつ運営
について検討していきます。

「温泉施設・町内循環バス利
用券」給付事業

　65歳以上で基準日より3年以上町内に居住している方を対象とし、高齢者
の生きがいづくりと健康増進、閉じこもり予防を図るため、町内及び近隣市
町村の温泉施設を利用でき、また町内循環バスにも利用できる共通券を給付
します。

▶▶▶…老人クラブ会員数・クラブ数の推移

▶▶▶…シルバー人材センターのシステム

（各年４月１日現在）

単位クラブ数 会員数（人） 趣味クラブ数

平成22年 22… 1,094… 14…

平成23年 22… 1,044… 11…

平成24年 22… 1,020… 12…

平成25年 22… 991… 14…

平成26年 22… 982… 15…

シルバー人材
センター

生涯学習・
イベント等

他市町村の
シルバー人材
センター

高齢者

情　報 登　録

連　携

講師・
指導者

要
請
・
求
人

サ
ー
ビ
ス
・
就
業
の
提
供

依
　
頼
　
者
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第４章 ◆ 高齢者施策の推進

施策・事業 内　容

個別の地域ケア会議
　複雑な課題を抱えた方について、関係職種が集まり、個々の問題解決を図
ります。

地域ケア会議「みまもりネッ
トワーク」

　ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等への見守りや、地域で支える仕
組みづくりを推進します。また、介護・医療・福祉の専門職種のほか、民生
委員や民間企業も含めた地域の支援者等で構成し、地域課題の把握を行い、
地域づくり・資源開発及び政策形成を目指します。

▶▶▶…地域包括ケア推進のための会議

安心と支援がつながるまち2第 節

地域包括ケアの推進1
　地域包括ケアシステムとは、だれもが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、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的

に提供される地域を目指すものです。

　町の取り組みとしては、個別ケア会議の開催・地域ケア会議の拡充、各種事業を包括的に組み合

わせ、必要な人へ効果的につなぎ、地域包括ケアの視点で実施していくことで、軽井沢町の特性に

合った地域包括ケアを推進します。
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　○…　団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、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、医療・

介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を

実現。

　○…　今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を

支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要。

　○…　人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やか

だが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

　○…　地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体

性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

資料：厚生労働省

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービ
スのコーディネー
トを行います。

※地域包括ケアシステムは、概ね
30分以内に必要なサービスが提
供される日常生活圏域（具体的に
は中学校区）を単位として想定

病院
急性期　回復期

慢性期

在宅系サービス
訪問介護・訪問看護・通所介護
小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護
福祉用具
24時間対応の訪問サービス
複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

施設・居宅系サービス
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
認知症共同生活介護
特定施設入所者生活保護　等

介護予防サービス

日常の医療
かかりつけ医
有床診察所
地域の連携病院
歯科医療　薬局

・地域包括支援センター
・ケアマネージャー

通院・入院
通所・入所

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等

地域包括ケアシステムの構築について

住まい

病気になったら…

医　療

地域包括ケアシステムの姿

介護が必要になったら…

介　護

いつまでも元気に暮らすために…

生活支援・介護予防
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⑴　介護予防の支援

《施策の方針》

　○…　介護が必要な状態になることを未然に予防し、介護保険申請に至らぬよう、やや生活に不自

由を感じたり、疾患の悪化等で、機能低下を起こす恐れのある段階から積極的に関わり、高齢

者の機能低下の予防・維持に努めていきます。

　○…　「新しい介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」については、平成29年度か

らの開始を予定します。それに向けて、事業が円滑に移行されるよう業者選定及び対象者への

説明を進めていきます。

施策・事業 内　容

二次予防対象者把握事業
　民生委員をはじめ、みまもりネットワークや関係機関等との連携をより一
層深め、対象者の把握に努めます。

二次予防通所型介護予防事業

　二次予防事業対象者に、運動器の機能向上として「はつらつ教室」、うつ・
閉じこもり予防として「のんびり教室」を実施しています。今後は更なる対
象者の把握に努め、事業への参加促進を図ります。
　また、「新しい総合事業」開始後は、高齢者の状態（一次予防、二次予防）
に応じた利用ができるよう、多様なサービスの受け皿確保に努めます。　

二次予防訪問型介護予防事業

　定期的な通所が困難な二次予防事業対象者を対象に、ヘルパー等が家庭訪
問し、生活機能に関する課題を把握・評価を検討、適切な相談・指導を実施
しています。今後とも地域資源の活用を検討しながら生活が維持できるよう
支援していきます。
　また、「新しい総合事業」開始後は、高齢者の状態（二次予防、要支援状
態）に応じた利用ができるよう、多様なサービスの受け皿確保に努めます。

二次予防評価事業
　二次予防事業の対象者への効果について、各種評価方法に基づき評価を行
います。

一般介護予防事業
【新規・再掲】

　全ての第１号被保険者及びその支援のための活動に関わる方に対し、これ
までの一次、二次にわたる介護予防事業を再編し、新たに一般介護予防事業
として推進、実効性や持続性のある予防に向けた支援事業として進めていき
ます。
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⑵　医療と介護の連携

《施策の方針》

　○…　高齢者の生活においては、医療と介護のスムーズな連携は重要な課題です。だれもが住み慣

れた地域で暮らし続けるために、地域での総合的・一体的なサービス提供が行われるよう、取

り組みを進めます。

　○…　医療と介護サービスの連携については、定期的に行われる連絡会や必要に応じて行われる

サービス調整会議等により、町内医療機関との連携を図ります。

　○…　「小諸北佐久医療・介護連携推進協議会」に出席し、医療機関との連携を深めます。

⑶　認知症施策の推進と支援の強化

《施策の方針》

　○…　認知症の早期発見や早期対応のために、正しい知識の普及や、認知症相談窓口の紹介、認知

症の方に対応したサービスの提供、権利擁護等の施策を総合的に進め、認知症高齢者や若年性

認知症の方のいる家族を支える仕組みを作っていきます。

　○…　認知症になっても、安心・安全な地域での暮らしを続けることを支援するため、状況等に応

じた対応を記した「認知症ケアパス」を作成、推進します。

施策・事業 内　容

認知症の高齢者（若年性認知
症を含む）や家族を支える体
制づくり

　認知症に対する誤解や偏見をなくし、早期発見による治療の促進や認知症
を予防する生活習慣が定着するように、広報紙による情報提供や「認知症サ
ポーター養成講座」等の研修や講演会を開催し、正しい知識の普及・啓発を
図ります。
　また、認知症の方やその家族が、地域や在宅での生活を営むために、医
療・介護に関わる人々が目標を共有し、それを達成するための連携の仕組
み、標準的なツールとなる「認知症ケアパス」について検討を進めます。

「医療と介護の連携」とは？

　支援が必要な高齢者とは、一般に医療と介護のニーズを併せ持っており、高齢者を地域

で支えていくためには、居宅等において提供される訪問診療等の医療（在宅医療）の提供

が、地域包括ケアシステムの実現に向けても重要になります。

　そのため、かかりつけ医の参画や、地方自治体と地域医師会との連携等により、切れ目

のない支援体制を整えることを目標とするものです。
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施策・事業 内　容

認知症の高齢者や家族への効
果的な支援の実施

　認知症に対する医療や介護、地域の支援等、関係者間の連携を図るための
認知症地域支援推進員の設置を検討します。
　認知症に重要な早期の診断、対応に向けた専門チームの体制整備に取り組
みます。

▶▶▶…認知症ケアパスについて

「認知症ケアパス」とは？

　認知症の方に関わるさまざまな方や職種の横断的な連携等を想定したパス（通行証的に

スムーズになるツール）であり、かかりつけ医と専門医、かかりつけ医から介護支援専門

員、薬剤師、介護サービスなどと経過を追って、それぞれがどのように関わり、情報等の

連携を行うかを記したものです。医療や介護等の社会資源のあり方は地域によってさまざ

まであり、それぞれの地域が実情にあったケアパスとして作成・実践していくことが求め

られます。

標準的な認知症ケアパスの概念図
～住み慣れた地域で暮らし続けるために～

チーム員会議
（地域ケア会議）

認知症
疑い

日常診療 日常診療認知症行動・心理症状悪化時
などの急性増悪期診療

確定診断

地域包括支援
センター等

　
介
護
分
野
　

　
医
療
分
野
　

　気づき～診断まで　 　日常在宅ケア　 　急性増悪期ケア　 　日常在宅ケア　

本人

ケアマネジャー

急性増悪期のアウトリーチや電話相談

本人

引き継ぎ認知症初期集中
支援チーム

相談

相談

受診

初
回
ア
セ
ス

メ
ン
ト
訪
問

検
査
や
診
察
の
紹
介

自宅
家族

自宅

要介護認定

介護サービス
必要時

居宅サービス
地域密着型サービス等

短期治療
（精神科医療機関等）

かかりつけ医

認知症疾患
医療センター

気づき

短期入所等施設を
利用したサービス

老健施設等

急性
増悪期

資料：厚生労働省
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⑷　在宅生活の支援と地域見守り

《施策の方針》

　○…　住み慣れた家庭や地域で、年齢や心身の状態に関係なく、いつまでも安全に安心して暮らせ

るよう、関係機関の連携強化に努め、各種事業・サービスを横断的に組み合わせながら、高齢

者一人ひとりの実態や希望に応じた包括的・継続的な生活支援体制づくりや家庭で介護をされ

ている方が継続して介護が続けられるよう、支援体制づくりを進めていきます。

　○…　高齢者の住まいの確保については、町内にはシルバーハウジングを確保しており、居住実態

を踏まえて情報収集と相談等への適切な対応に努めます。

施策・事業 内　容

外出支援事業

　身体障害者手帳の１種２級以上を有する方及び概ね65歳以上の高齢者世帯
で歩行が困難な方、身体虚弱、障がい等の状況にあり、家庭において移送が
困難な方に対し、タクシーの初乗り料金と迎車料金を補助する利用券を発行
しています。
　病院への通院や日常生活の買物、公共機関での諸手続き等の際の外出支援
となっており、引き続き実施していきます。

緊急通報装置設置事業
　ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯を対象に在宅生活を送る上での突
発事故、急病等緊急時の連絡手段として、緊急通報装置を設置しています。
　今後とも設置希望のある世帯に設置します。

ひとり暮らし高齢者等安心
コール事業

　ひとり暮らし高齢者等が心身の状況や日常生活に異常がないかを定期的に
電話で確認しています。
　ひとり暮らし高齢者等の安否確認となっており、今後とも継続して実施し
ていきます。

ひとり暮らし高齢者等安否確
認事業補助

介護保険事業者が行う食事を届けるサービスにおいて、概ね65歳以上のひと
り暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、身体障がい者のいる世帯を対象とし
て、配食時に安否確認や具合が悪い時等に家族、関係機関に連絡する等の対
応について補助を行います。
　今後も継続して実施していきます。

寝具洗濯乾燥消毒サービス事
業

　在宅の寝たきり状態にある高齢者や身体障がい者のいる家庭に対し、丸洗
いができない敷布団や掛布団の乾燥消毒を行い、在宅における療養生活の一
助及び介護者の負担軽減を図っています。
　今後も継続して実施していきます。

訪問入浴サービス事業（介護
保険対象者を除く）

　概ね65歳以上の身体が虚弱な方、身体障がい者及び難病患者であり、家庭
での家族介助による入浴が困難な方に対し、移動入浴車が自宅に訪問し、簡
易浴槽を使って入浴の介助を行っています。
　今後とも対象者がいる限り継続していきます。
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施策・事業 内　容

短期保護事業（介護保険対象
者を除く）

　概ね65歳以上の方で一時的に家庭での生活が困難な場合に、家族に代わっ
て短期保護施設で介護を行うものです。
　災害時または高齢者虐待の保護等での利用も想定し、今後とも受け入れ態
勢を整えていきます。

高齢者にやさしい住宅改良促
進事業

　在宅で寝たきりに近い状態の方が在宅での生活の継続が可能となるよう、
また介護者の方が介護しやすいよう居室等の改良を希望する場合に、住宅改
修に関する相談・助言を行うとともに、住宅改修費用の助成を今後とも継続
して行います。（限度額70万円、所得制限あり）

高齢者住宅
　高齢者の住まいの確保については、町内に高齢者世話付住宅（シルバーハ
ウジング）や養護老人ホームを確保しており、居住実態を踏まえて情報収集
と相談等への適切な対応に努めます。

⑸　地域包括支援センターの機能充実・強化

《施策の方針》

　○…　地域包括支援センターにおいて地域支援事業（包括的支援事業）により、地域での高齢者へ

の包括的かつ継続的な介護予防を推進します。

　○…　総合相談支援、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント、権利擁護等

を今後も行うため、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの資質の向上に一層努めます。

　○…　地域包括支援センター運営の中立性と公平性を確保するため、町、サービス事業者、関係団

体、利用者・被保険者の代表等で構成される「地域包括支援センター運営協議会」を定期的に

開催し、運営方針の確認と運営内容に関しての定期的な評価を行います。

施策・事業 内　容

相談支援のネットワークづく
り

　地域包括支援センターを核に、各分野の相談機関のネットワーク化を進
め、住民にとって身近で利用しやすい相談支援体制の充実に努めます。
　行政、社会福祉協議会、介護保険サービス事業者等との連絡・調整、情報
の共有化を積極的に図り、緊密な連携に努めます。
　民生委員、地域の諸団体、ボランティア団体等の相互連携を支援するとと
もに、福祉施策やサービスへ円滑に結びつけられるよう努めます。

地域包括支援センターにおけ
る総合相談・支援

　地域の総合的な相談窓口として、介護保険事業、介護予防事業、高齢者の
権利擁護等の保健・医療・福祉全般の相談を受け、適切な関係機関との連絡
調整を行い、サービスへ結びつけていきます。
　関係各課、社会福祉協議会、居宅介護支援事業所のケアマネジャー、サー
ビス事業者、民生委員等と連携しながら、高齢者の生活に密着したきめ細か
な相談支援を行います。

①　総合相談支援
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②　介護予防ケアマネジメント

③　包括的・継続的ケアマネジメント

施策・事業 内　容

家族介護者に対する相談、支
援体制の充実

　自宅で介護している家族等への、医療機関の受診や介護サービスの利用、
その他の支援制度等についての相談支援体制を充実します。
　相談窓口となる地域包括支援センターの、一層の普及・広報を進めていく
とともに、専門機関との連携を強化し、相談体制の充実を図ります。
　かかりつけ医等の連携体制の確立に努めるとともに、相談に対応する職員
の相談技術の向上を図るため、計画的に研修への参加を図ります。
　自宅で介護している人の抱える悩みや負担を軽減するため、介護者同士が
ともに相談・支援しあえる場の設定・充実に努めます。

施策・事業 内　容

地域ケア体制の整備

　地域包括支援センターを核に、地域の保健・在宅医療・福祉関係機関の連
携と情報共有を図り、介護や支援を必要とする高齢者や若年性認知症の方の
早期発見や適切な指導、サービスの提供を行うなど、健康づくりや介護予
防、自立支援対策を迅速・適切に行います。
　日常的な健康づくり、介護予防生活支援、介護やリハビリテーション等、
高齢者一人ひとりの状態にあった適切な支援を行えるよう、住民への啓発、
周知に力を入れ、住民による主体的な参画、実施ができるような体制づくり
への支援を行います。

施策・事業 内　容

包括的・継続的マネジメント
の推進

　高齢者一人ひとりの状態の変化に対応できるよう、生活全体を踏まえた包
括的・継続的ケアマネジメントの実現を図ります。
　地域包括支援センターとして地域の健康づくりを担う保健師や介護保険事
業所職員等との連携を密にし、それぞれが持つ情報が介護予防ケアマネジメ
ントや関係機関の調整に活かせるよう努めます。
　高齢者に対する生活習慣病の予防や生きがいづくり、健康づくり等の事業
との連続的かつ一体的な推進が重要となるため、保健福祉や教育部門の行政
との垣根を越えた連携・協働を図ります。
　地域のケアマネジャーが個々では解決しきれない支援困難事例や苦情相談
等を抱え込まないよう、サービス担当者会議等で検討し、ケアマネジャーの
資質・専門性の向上のための側面的支援を行います。

サービスの質的向上

　介護、介護予防サービスや地域密着型サービスの質的向上を図るため、事
業者への情報提供や参入への相談・調整等を進めます。
　定期的な事業者連絡会の開催を実施するとともに、自主的な協議会や連絡
会を通して事業者の連携や研修事業の開催を支援し、意見交換の場の確保や
人材育成に努めます。
　高齢者を取り巻く環境の複雑化、多様化するニーズに的確に対応できるよ
う、保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等の専門職の資質の向上に努めま
す。



71

第４章 ◆ 高齢者施策の推進

④　権利擁護

施策・事業 内　容

権利擁護に向けた取り組み

　社会福祉協議会等と連携して日常生活自立支援事業等の活用を支援し、判
断能力が十分でない高齢者等が福祉サービスを利用する際に、その自己決定
をできるかぎり尊重し、意思の実現を援助するなど、地域で安心して生活で
きるように支援していきます。
　佐久広域連合成年後見支援センター、権利擁護センターかるいざわと連携
して高齢者等の権利擁護に関する相談に対応し、成年後見制度を円滑に利用
できるよう、情報提供や制度の利用についての支援を推進していきます。
　親族による成年後見の申立てができない場合、町長による成年後見の申立
てや後見人等の報酬に対する助成、成年後見制度利用支援事業の利用促進等
を行っていきます。

高齢者等の虐待防止体制の充
実

　高齢者等の虐待予防や発見時の通報方法等に関する普及・啓発に努め、地
域全体の意識を高めます。
　高齢者等への虐待防止を図るため、虐待予防・早期対応・アフターケア
等、関係機関や地域との連携強化を図ります。
　地域包括支援センターが核となり、サービス事業者に対し、高齢者虐待防
止への対応や介護者のケアに関する技術的・専門的な支援を図ります。
　保護が緊急に必要な高齢者を速やかに保護し安全を確保するため、関係機
関と連携を図りながら、一時保護の手配や相談支援に努めます。

防犯対策の充実

　高齢者への犯罪を防止するため、地域の防犯組織との連携を図りながら安
全対策を推進し、今後も、広報等を通じて防犯意識と地域連帯意識の高揚を
図ります。また、近年増加している特殊詐欺についても、相談活動・見守り
活動を通じて発生の未然防止に努めます。
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▶▶▶…地域包括支援センターの全体像
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利用できるサービス
（第６期計画では、一部の介護予防サービスが地域支援事業に移行し、要支援認定者が利用できる
ようになります。）

地域支援事業 介護予防サービス 介護サービス

要支援・要介護認定者の支援2
　介護保険サービスを利用するときは、「要介護認定」を受ける必要があります。主な流れは次の

とおりです。

①申請する
【�町保健福祉課高齢者係へ申請書・介護保険被保険者証を提出�】

申請の代行・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設

③要支援・要介護認定

②調査・審査・判定
【�訪問�】　
介護認定調査員（町職員）が自宅等を訪問し、心身の状態や生活、家族・居住環境等について聞き
取り調査
【�主治医の意見書�】　
主治医が疾病や心身の状況等介護に関する意見書を作成
【�一次判定�】　
訪問調査の結果と、主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力して判定
【�二次判定（認定審査）�】（佐久広域連合にて実施）
一次判定や主治医の意見書等をもとに、保健、医療、福祉の専門家による審査

非該当
（自立） 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

▶▶▶…要支援・要介護認定の流れ
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　要支援・要介護認定ごとに利用できるサービスは、次のとおりです。

▶▶▶…要支援・要介護認定者の介護保険サービスの体系

予防給付（要支援１・2） 介護給付（要介護１～５）

介護予防サービス 居宅サービス

介護予防訪問介護（～平成28年度まで） 訪問介護

介護予防訪問入浴介護 訪問入浴介護

介護予防訪問看護 訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導 居宅療養管理指導

介護予防通所介護（～平成28年度まで） 通所介護

介護予防通所リハビリテーション 通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護 短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護 短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護 特定施設入居者生活介護

介護予防福祉用具貸与 福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売 特定福祉用具販売

介護予防住宅改修 住宅改修

介護予防支援 居宅介護支援

地域密着型介護予防サービス 地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

介護予防認知症対応型通所介護 認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護

介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（原
則要介護３～５）

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防地域密着型通所介護 地域密着型通所介護

介護保険施設サービス

介護老人福祉施設（原則要介護３～５）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設
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⑴　居宅サービス

《施策の方針》

　○…　介護が必要になっても、住み慣れた地域で生活が続けられるように、自立支援につながる必

要なサービスを利用できるように、サービス基盤の充実、更なる質の向上を図ります。さら

に、在宅介護の砦として実態調査での本人や家族のニーズを踏まえ、養護老人ホームの整備に

伴い介護者の緊急時に対応できる短期入所サービスの確保に努めます。

施策・事業 内　容

訪問介護
（介護予防訪問介護）

　ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や、調
理、洗濯等の生活援助を行います。通院等を目的とした、介護タクシーも利
用できます。
　（利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあ
い、支援サービスが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービス
を提供します。平成29年度以降は「新たな介護予防・日常生活支援総合事
業」へ移行します。）

訪問入浴介護
（介護予防訪問入浴介護）

　介護福祉士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介助を行いま
す。
　（居宅に浴槽がない場合や、感染症等の理由からその他の施設における浴室
の利用が困難な場合等に限定して、入浴の支援を行います。）

訪問看護
（介護予防訪問看護）

　看護師等が疾患等を抱えている人の居宅を訪問して、療養上の世話や診療
の補助を行います。
　（介護予防を目的として上記サービスを行います。）

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）

　居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴
覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。
　（居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、上記サービスを短期
集中的に行います。）

居宅療養管理指導
（介護予防居宅療養管理指導）

　医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の管理や
指導を行います。
　（介護予防を目的として上記サービスを行います。）

通所介護
（介護予防通所介護）

　通所介護施設で、食事、入浴等の日常生活上の支援や、生活行為向上のた
めの支援を日帰りで行います。
　心身機能の維持向上、孤立感の解消を図り、家族の介護負担の軽減を図り
ます。
　（通所介護施設で、日常生活上の支援等を行う共通的サービスと、その人の
目標に合わせた運動器の機能の向上や栄養改善等の選択的サービスを行いま
す。平成29年度以降は「新たな介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行し
ます。）

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）

　老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴等の日常生活上の支援や生活行
為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
　（共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほ
か、その人の目標に合わせた運動器の機能の向上や栄養改善等の選択的サー
ビスを行います。）
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⑵　施設サービス

《施策の方針》

　○…　町内には介護老人福祉施設が１ヵ所（60床）、介護療養型医療施設が１ヵ所（8床）ありま

すが、介護療養型医療施設は平成29年度までに廃止となる予定です。近隣の市町村に介護老

人保健施設も整備が進んでいますが、なお施設利用待機者も多いことから、介護老人福祉施設

の増床（5床）や、地域密着型サービスとの兼ね合いで供給の確保を図っていくものとします。

施策・事業 内　容

短期入所サービス
（介護予防短期入所サービス）

　介護老人福祉施設や医療施設等に短期間入所して、日常生活上の支援や機
能訓練等が受けられます。
　（介護予防を目的として上記サービスが受けられます。）

福祉用具の貸与
（介護予防福祉用具の貸与）

…日常生活の自立を助けるための、特殊寝台や車イス等の福祉用具を貸与します。
　（介護予防に資するものについて貸与します。要支援及び要介護１の方は、
利用できる品目が限られます。）

特定福祉用具購入
（介護予防特定福祉用具購入）

　入浴や排せつ等のために使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限
として購入費の9割（最大で9万円）を支給します。
　（介護予防に役立つ上記福祉用具を購入した場合、上記の購入費を支給しま
す。）

住宅改修
（介護予防住宅改修）

　手すりの取り付け、段差の解消等の住宅を改修した際、20万円を上限とし
て改修費の9割（最大で18万円）を支給します。
　（介護予防を目的として上記費用を支給します。）

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）

　有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提
供します。
　（介護予防を目的として上記サービスを提供します。）

居宅介護支援
（居宅介護予防支援）

　ケアマネジャーが、要介護者が最適なサービスを受けられるよう相談を受
けたり、ケアプランを作成するほか各種サービスの提供事業者と調整を図る
等、安心して介護サービスを利用するための支援を行います。
　（地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成
するほか、安心して介護予防サービスを利用するための支援を行います。）
※全額を介護保険で負担します。

施策・事業 内　容

介護老人福祉施設
　常に介護が必要で自宅では介護ができない要介護者（介護度3～5）を対象
に、特別養護老人ホームにおいて食事、入浴等の日常生活の介護や健康管理
を行います。

介護老人保健施設
　病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な要介護者を対象と
し、医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを行います。

介護療養型医療施設
　急性期の治療が終わり、病状が安定しているものの、長期間にわたり療養
が必要な要介護者を介護体制の整った医療施設において、医療や看護を行い
ます。

※（　）は要支援者のサービス。
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第４章 ◆ 高齢者施策の推進

⑶　地域密着型サービス

《施策の方針》

　○…　地域密着型サービスは、要介護者の生活を住み慣れた地域で24時間支えるという観点から

生活圏域ごとに拠点を確保し、サービスの提供を行うものです。サービス事業者は町が指定

し、原則として利用者は町の被保険者に限定されます。ただし、市町村間で同意を得た場合

は、町外の事業所の指定、利用も可能となります。

　○…　現在、町の指定を受けた町内事業所は、認知症対応型共同生活介護事業所が３ヵ所（介護予

防事業所は２ヵ所）、小規模多機能型居宅介護（介護予防）事業所が１ヵ所、地域密着型介護

老人福祉施設1ヵ所（定員29人）があります。認知症の方の増加に対応するため、認知症対

応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護の定員増加を図るとともに、計画期間内に定員

18人以下の小規模な通所介護事業所（宅老所）２ヵ所が地域密着型通所介護に移行となるた

め、移行に際しては、認知症ケアにも対応できる通所介護の整備を図ります。

施策・事業 内　容

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護

　重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間
を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型
訪問と随時の対応を行います。（町内においては現在事業者なし）

夜間対応型訪問介護
　24時間安心して在宅生活が送れるよう、夜間に定期的な巡回や通報システ
ムによる訪問介護を行います。（町内においては現在事業者なし）

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）

　認知症の要支援２・要介護者を対象に、共同で生活できる場（住居）で食
事、入浴等の介護や支援、機能訓練を行います。

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）

　要支援・要介護者を対象に、小規模な居宅型の施設で、「通い」を中心に
「訪問」や「短期間の宿泊」等を組み合わせて食事、入浴等の介護や支援を行
います。

認知症対応型通所介護
（介護予防認知症対応型通所
介護）

　認知症の要支援・要介護者の方を対象に専門的なケアにより、食事・入浴
等の介護や支援、機能訓練を日帰りで行います。（町内においては現在事業者
なし）

地域密着型特定施設入居者生
活介護

　要介護者を対象に定員29人以下の介護専用特定施設（介護付有料老人ホー
ム、ケアハウス等）で食事、入浴等の介護や機能訓練を行います。（町内にお
いては現在事業者なし）

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

　常に介護が必要で自宅では介護ができない要介護者（要介護3～5）を対象
に、定員29人以下の小規模な施設で食事、入浴等の介護や健康管理を行いま
す。

看護小規模多機能型居宅介護
　小規模多機能型居宅介護と訪問看護等複数の居宅サービスや地域密着型
サービスを組み合わせて、医療ニーズに対応した柔軟なサービスを行いま
す。（町内においては現在事業者なし）
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施策・事業 内　容

家族介護教室

　概ね65歳以上の心身の障がい及び傷病等の理由により、在宅において寝た
きり状態の方や認知症の方（若年性認知症を含む）を介護している家族や近
隣の援助者等に対し、介護方法や介護者の介護予防、健康づくり等について
の知識・技術を習得してもらうための教室を開催しています。
　今後とも継続して実施するとともに広報等による周知に努め、より多くの
介護者が参加し、在宅での介護の継続に役立ててもらうようにしていきます。

家族介護用品の支給事業

　在宅で介護が必要な状態で、紙おむつ等の介護用品が常時必要な方を介護
している家族に対して、介護用品を支給します（所得制限あり）。
　今後とも在宅での介護の負担軽減が図れるよう、継続して支給していきま
す。

家族介護者交流事業

　概ね65歳以上の心身の障がい及び傷病等の理由により、在宅において寝た
きり状態の方や認知症の方（若年性認知症を含む）を介護している介護者を
対象に、日頃の介護疲れを癒し、介護者同士がお互いの悩みや介護方法等に
ついての情報交換や、今後の在宅での介護の継続に役立ててもらうことを目
的に宿泊や日帰りの旅行を実施しています。
　今後とも継続して実施するとともに、広報等による周知に努め、より多く
の介護者が参加し、在宅での介護の継続に役立ててもらうようにしていきま
す。

重度心身障害者（児）介護慰
労金給付事業

　重度の心身障がい者（児）を家庭で介護している方に対し、その労苦に報
い介護の継続を支援するために、介護慰労金を支給します。

介護者の支援3
　高齢者が安心して暮らせるよう、また在宅で介護されている介護者の方の介護負担が少しでも軽

減でき、安心して介護が継続できるよう支援するための事業を今後とも実施していきます。

施策・事業 内　容

地域密着型通所介護（介護予
防地域密着型通所介護）
【新規】

　小規模な通所介護施設（利用定員18人以下）で、食事、入浴等の日常生活
上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
　心身機能の維持向上、孤立感の解消を図り、家族の介護負担の軽減を図り
ます。平成28年度より移行します。
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第４章 ◆ 高齢者施策の推進

施策・事業 内　容

ふれあい・支えあいの地域
づくり、小地域ネットワー
ク活動の推進

　住民同士が顔見知りとなり、日常的なつながりの中から互いに認めあい支えあえ
るよう、社会福祉協議会と協働してさまざまなふれあいの機会づくりを進めます。
　また、「災害時住民支え合い活動」を町内全域に波及させ、災害時だけでは
なく日常生活の中で手助けが必要な人の見守りや緊急時の援助、生活環境、防
犯・防災上の問題等の地域の生活課題に対応し、その解決に向けて、住民の一
人ひとりが主体的に活動できるような福祉の地域づくりと、地区社会福祉協議
会を中心としたサロンや介護予防、健康づくり等の活動への支援や小地域での
ネットワーク活動の推進を支援します。

地域活動の推進

　地域において、自治会、地区社会福祉協議会、老人クラブ、ボランティア等
各種団体が多様な活動を行い、活動を通じて連帯意識を高め、相互に支えあう
地域づくりが進められるよう支援していきます。
　高齢者に対してより充実したサービスを提供するために、今後も地域で活発
な活動が行われるよう、各種団体への積極的な支援を進めるとともに、連携の
強化を図ります。
　民生委員や配食サービス事業者によるひとり暮らし高齢者等への安否確認活
動を支援します。

高齢者の健康づくりや福祉
に関する広報・啓発

　高齢者の健康づくりや福祉に関する広報等による啓発活動を充実させていき
ます。
　学校・社会教育の場における福祉教育や体験学習活動の推進等を通じて、住
民・行政・サービス事業者等がともに高齢者の健康づくりや福祉の推進に向け
た課題に目を向け、その解決に取り組めるよう意識の高揚に努めます。

ボランティア活動の推進

　社会福祉協議会と協働してボランティア活動の意義や必要性を啓発するとと
もに、ボランティア団体や活動内容の紹介を進めます。
　社会福祉協議会やボランティア団体等と連携のもと、高齢者の支援に関わる
様々なボランティアの育成・確保を図るとともに、活動に必要な基礎知識や技
能を習得するための講座の開催、情報提供を進め、ボランティアの組織化を図
るとともに、団体間の交流促進等、活動支援に努めます。
　活動機会や情報提供の充実、ボランティア意識の高揚、指導者の養成等、ボ
ランティアセンター機能の充実、支援を図ります。
　住民相互の支えあいを基盤とした、社会福祉協議会が行う「安心ほっと生活
サポート事業（ルイザ券）」の普及に努めます。

地域福祉の推進4
《施策の方針》

　○…　「安心して暮らせる健康福祉のまち」を基本理念として、平成25年度を初年度とする、軽

井沢町支えあいのまちづくりプラン（第２次軽井沢町地域福祉計画）を策定しており、この計

画に基づいて各種施策を推進していきます。

　○…　住民の一人ひとりが、地域福祉活動の担い手として、自ら主体的に声かけや助けあい運動等

の活動に取り組んでいけるよう、福祉や人権に関する住民の意識づくりや諸活動への参加促

進、担い手づくりなどを進めます。

　○…　施設や設備、人材、組織、情報等、あらゆる資源の有効活用を図るとともに、住民やボラン

ティア、各種団体、学校、一般企業・事業所、介護・福祉サービス事業所等のネットワーク化

を進め、地域が一体となって高齢者を支えていく体制づくりに努めます。
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施策・事業 内　容

保健福祉複合施設「木もれ陽
の里」

　健康推進を担う保健センター、高齢者への総合相談支援業務を担う地域包
活支援センターを併設し、保健、福祉、介護等のさまざまな事柄に対して保
健師、栄養士、社会福祉士等の専門職により、各種相談や支援等を多角的に
行い、問題解決にあたっています。
　また、高齢者生活支援部門として介護保険事業者のデイサービスセンター・
ショートステイと、障害者支援部門として地域活動支援センターを設置し、日
常生活の援助、機能訓練を行い、家族の介護等の負担の軽減を図っています。
　今後も健康づくり、介護予防の拠点として高齢者や障がいを持っている方
等が気軽に相談でき、いきいきと安心した生活を送ることができるよう、事
業内容及び職員体制の充実を図っていきます。

老人福祉センター

　地域の高齢者に対し、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等の
便宜を総合的に供与しています。平成26年度現在、単位老人クラブが22ク
ラブ、趣味クラブが15クラブあり、積極的な支援活動を展開しています。
　今後とも高齢者の生きがいづくり、健康づくりの拠点としての役割を担っ
ていきます。

養護老人ホームへの措置

　町内及び近隣市に設置されている養護老人ホームに、平成26年度現在、
23人が入所しています。身体上もしくは精神上または環境上の理由及び経済
的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を対象としています。
　緊急の場合に備えての短期入所枠も、引き続き確保していきます。
　入所者、待機者については常時、措置基準との適合性や入所の必要性を検
討していきます。
　入所申込等の相談に際しては、緊急性を見極めるとともに、措置基準との
適合性や入所の必要性を検討して、介護保険サービスや地域支援事業、在宅
福祉サービス等を有効に活用し、できるだけ在宅での生活が継続できるよう
支援していきます。
　また、平成27年に移転新築する町内養護老人ホームの施設内には、住民が
交流できる、地域住民のための福祉拠点を整備します。

安全な暮らしが続くまち3第 節

地域福祉の拠点施設1
《施策の方針》

　○…　「健康づくりと介護予防」の拠点として保健福祉複合施設「木もれ陽の里」では今後とも保

健センターと地域包括支援センターが連携しながら、高齢者の健康づくりや介護予防のための

取り組みを一体的に推進していきます。

　○…　「高齢者の生きがいづくり」の拠点として「老人福祉センター」では、高齢者の声を反映し

た生きがいづくり・健康づくりのための事業展開を図っていきます。

　○…　住み慣れた地域で暮らし続けるため、「養護老人ホーム」「高齢者世話付住宅」等、多様な住

まいを確保します。

　○…　養護老人ホームへの入所者については、施設との連携を密にし、常に心身の状況を把握し、

いつまでも自立した生活が送れるよう適切な処遇方法を施設側と協議していきます。
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第４章 ◆ 高齢者施策の推進

施策・事業 内　容

高齢者世話付住宅（シルバー
ハウジング）　

　60歳以上のひとり暮らし高齢者及び夫婦のみの世帯を対象とし、高齢者が
自立して安全かつ快適な生活ができるように、高齢者向けの設備・構造を有
し、かつ緊急通報システムの一環として相互通話方式のインターホン及び非
常ベルを設置した集合住宅において、ライフサポートによる生活指導、健康
相談、安否確認等のサービスを受けることができます。
　入居者の高齢化に伴い、介護が必要な方も増えてくることが予想されます
が、介護保険制度やインフォーマルサービスの活用も含めた対応を図りなが
ら、今後とも支援を継続していきます。（夫婦用６戸・単身者用４戸）

施策・事業 内　容

人にやさしい環境づくりの啓
発

　高齢化が急速に進むなか、道路や建物の段差の解消等、人にやさしい生活
環境づくりの重要性が高まってきています。そのため、バリアフリー、ユニ
バーサルデザインの意義や手法、法制度等を積極的に民間事業者と住民に啓
発し、人にやさしいまちづくりを誘導していきます。

外出しやすい道路・公園の整
備

　高齢者をはじめ、誰もが安心して外出し、身近な場所で憩い、ふれあうこ
とができるまちづくりが求められています。そのため、歩道等の整備に努め
るとともに、公園、ポケットパーク、休憩用のベンチ等の充実を図ります。

利用しやすい公共施設の整備

　公共施設は、高齢者の学習やスポーツ等多様な活動の拠点です。段差の解
消や、車いす利用者への対応を図るため、スロープ、手すり、障がい者用ト
イレの設置等を積極的に進めるとともに、施設・設備の充実に努めます。ま
た、学校施設の開放等、施設の有効活用に努めます。

暮らしやすい住宅づくりの促
進

　高齢者のライフスタイルが多様化する一方、身体状況や家族の状況等に応
じた多様な住まいに関するニーズが高まっています。そのため既存の民間住
宅については、建築関係団体等に対して、バリアフリー、ユニバーサルデザ
インの普及を促進するとともに、住民に対して、介護保険制度や住宅改良促
進事業の助成制度による住宅改修を促進していきます。また、町営住宅につ
いては、更新に合わせて、バリアフリー、ユニバーサルデザインに努めます。

だれもが暮らしやすい環境づくり2
《施策の方針》

　○…　住環境や施設、道路等のハード面から、情報、サービス等のソフト面まで、高齢期の生活の

質が低下しないよう、地域社会からの孤立を招くことのないよう、さまざまなバリア（障壁）

の解消に努めます。

　○…　台風、集中豪雨、大雪等の自然災害や火災、怪我や病気等の緊急時に備えて、社会的に弱い

立場の人に配慮した防災・消防・救急体制を充実するとともに、高齢者が安心して暮らせるよ

う生活上の安全対策を推進します。

⑴　居住環境の向上
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施策・事業 内　容

移送支援体制の強化

　移送支援については、介護保険制度の移送サービスや外出支援としてのタ
クシー券の発行及び福祉車両の貸出し等を行っています。また、「温泉施設・
町内循環バス利用券」での「町内循環バス」の利用促進を図ります。
　今後ともこれらのサービスの充実を促進し、高齢者の社会参加の一層の促
進を図ります。

公共交通機関の充実

　町内の公共交通機関は、北陸新幹線、しなの鉄道、町内循環バス等があり
ます。公共交通機関は、高齢者の買物や通院等の重要な交通手段であり、そ
の重要性はますます高まるものと考えられます。
　長期振興計画と整合を図りつつ、路線の維持・確保・充実や利便性の向
上、バリアフリー化、安全対策の充実等について、関係機関とともに進めて
いきます。

交通安全　対策の推進

　町では都市化の進展、観光・リゾート開発、物資の頻繁な輸送に伴い自動
車交通量がますます増大し、高齢者の交通事故の危険性は日々高まってきて
います。
　高齢者が交通事故にあうことなく、安全に日常生活を営むことができるよ
う、機会をとらえ、高齢者の交通安全講座等を通じて、高齢者やドライバー
への意識啓発を図ります。

施策・事業 内　容

防災体制の充実

　昨今、わが国では地震や風水害等の災害が多発しており、地域で高齢者を
災害から守る体制を築いていくことが急務となっています。そのため、地域
防災計画に基づき、消防署や自主防災組織等との連携を強化しながら、緊急
時の情報伝達や避難誘導、救助体制の充実を図るため、避難行動要支援者台
帳を整備しています。
　特に、視覚や聴覚の障がい者やひとり暮らし高齢者、認知症高齢者等に対
しては、個々の身体状況や生活状況に応じた情報伝達手段の確保や見守り体
制づくりに努めます。

防犯対策の充実【再掲】

　町では、高齢者への犯罪を防止するため、地域の防犯組織との連携を図り
ながら安全対策を推進し、今後も、広報等を通じて防犯意識と地域連帯意識
の高揚を図ります。また、近年増加している特殊詐欺についても、相談活
動・見守り活動を通じて発生の未然防止に努めます。

⑵　福祉のまちづくりの推進

⑶　防災・防犯対策の充実
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第４章 ◆ 高齢者施策の推進

施策・事業 内　容

かかりつけ医の重要性の啓発

　生活習慣病等を適切に予防するには、日頃からかかりつけ医に行き、継続
的に診察を受け、生活習慣の改善等につなげることが重要です。そのため、
住民が自身の健康についてかかりつけ医に気軽に相談でき、疾病の初期段階
で適切な処置が行われるよう、かかりつけ医の重要性について啓発していき
ます。

地域医療体制の充実

　生活習慣病の増加等により、医療需要はますます増加、多様化することが
予想されます。そのため、開業医・医療機関等と介護・保健・福祉分野との
連携強化を図りながら地域医療体制の充実を促進し、住民が安心して医療
サービスを受けることができる体制づくりに努めます。

施策・事業 内　容

適正な要介護認定の実施

　認定調査は、更新時や遠隔地等で調査を委託する場合も含め、認定調査・
特記事項の内容、項目間の整合性等を随時点検します。
　介護認定審査会との情報交換等により連携を深めるとともに、迅速な事務
処理に努めます。
　的確な認定調査を実施するため、認定調査員研修等へ積極的に参加します。

ケアマネジメント等の適正化

　利用者の自立支援に基づいた適切なケアプランであるか随時チェックしま
す。
　償還払いで支給される福祉用具購入費・住宅改修費は、給付の必要性や妥
当性を確認し、適正化に取り組む保険者の姿勢を広く利用者・事業者に示せ
るよう努めます。
　ケアマネジャーを対象とした研修会、情報交換会を定期的に開催します。

事業者のサービス提供体制及
び介護報酬請求の適正化

　医療情報との突合や縦覧点検により不正な請求等がないかチェックします。
　利用者に介護給付費通知を送付し、意識の啓発に努めます。
　事業運営や介護報酬請求について、町が指定している地域密着型介護保険
サービス事業者に対し、介護給付適正化の実効性及びサービスの質の向上を
図るため、指導・監査を実施します。

⑷　地域医療体制の推進

介護保険事業の円滑な運営3
⑴　介護給付適正化の推進

《施策の方針》

　○…　高齢者人口、特に要支援・要介護認定者が増加することにより、介護給付費の増大が見込ま

れる中、将来にわたって介護保険制度を継続させるためには、本来の制度の目的である自立支

援の視点に立ち、国及び長野県が推進する「介護給付適正化計画」に沿って介護給付費の適正

化に努めます。
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施策・事業 内　容

制度の周知と利用意識の啓発

　介護保険制度や介護保険料納付に対する理解、自立支援につながるサービ
ス利用方法等の周知を図るため、広報誌やパンフレット等の作成、インター
ネットを利用した町のホームページ等により情報の提供に努めます。
　地域の身近な相談者である民生委員等に対し、研修機会の確保に努めます。

被保険者の不服や苦情への対
応

　町及び地域包括支援センターにおいて、要介護認定、介護保険料、サービ
ス利用等についての問い合わせや苦情・相談を受け付け、対応しています。
　苦情処理機関として長野県国民健康保険団体連合会、行政処分に係る審査
請求の審理・決裁する機関として長野県介護保険審査会がそれぞれ位置づけ
られています。これらの関係機関や居宅介護支援事業者、介護サービス事業
者と連携をとりながら、今後とも苦情等の解決に取り組んでいきます。

サービス提供事業者の情報開
示と評価の促進

　利用者によるサービスの選択が適切に行えるよう、介護サービス事業者は
サービス内容や運営状況、職員体制、施設設備、利用料金、サービス提供時
間等に関する情報の開示・公表をしています。
　主体である県、その他の関係機関との連携強化を図り、サービス提供事業
者の情報開示を促進します。

サービス事業者の研修支援
　サービス提供事業者の従事者は、介護技術の発達等に対応し、さまざまな
新しい技術の習得に常に努める必要があることから、県が行う介護研修への
受講支援及び各種研修機会の情報提供に努めます。

介護保険事業者連絡会の開催

　町内で介護サービスを展開する事業者や、有床病院を対象に、各種情報の
共有、意見交換により、行政・事業者間の連携を促進するため定期的に連絡
会を開催しています。
　連携を深めることで質の高い総合的・包括的な支援やサービス提供ができ
るよう、今後も継続して開催していきます。

低所得者に対する配慮

　利用者負担については、国の制度に合わせて、所得に応じて負担上限額を
一般の場合より低く設定したり（高額介護サービス費、高額医療合算介護
サービス費）、介護保険施設や短期入所生活介護、短期入所療養介護等での居
住費や滞在費、食費等の自己負担額の軽減を行っています（特定入所者介護
サービス費）。また、保険料についても国の制度に合わせた軽減策を実施しま
す。
　災害や所得激減等の特別な理由により、利用者負担が困難な人への貸付制
度の利子の補填を行うとともに、国の制度に合わせ社会福祉法人等による利
用者負担軽減のための助成を引き続き実施していきます。

⑵　円滑な介護サービスの提供

《施策の方針》

　○…　利用者が一人ひとりのニーズに基づき、自立支援につながる質の高いサービスを、安心して

利用できるよう、支援の充実を図ります。

　○…　介護保険事業が、健全で持続可能な運営、計画的な施策・事業の推進となるよう、進捗状況

を点検・評価し、課題を整理・検討して改善に努めます。
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第５章 ◆ 介護保険給付の推計と保険料

介護保険給付の推計

介護保険給付の推計と保険料5第　　 章

1第 節

給付費の見込1
　介護保険事業（介護給付、予防給付、地域支援事業）の利用者数、サービス量の見込みについて

は、国や県が示す試算方法を踏まえて、以下の手順に沿って算出しました。

▶▶▶…給付費推計の流れ

年齢階層別将来人口の推計

高齢者人口・被保険者数の推計

施設入所者・居住系・居宅サービス利用者数の推計

給付費の推計

地域支援事業
対象者の推計

要介護・要支援認定者の推計
・認定率の推計
・認定者数の推計（自然体）
・認定者数の推計（介護予防後）

介護保険サービス量の推計
・居宅サービス、地域密着型サービス他（介護給付）
・介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス他（予防給付）
・サービスごとの利用人数、利用回数等の設定

介護予防効果の設定
・地域支援事業
・予防給付
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高齢者数・要介護認定者数の推計2
⑴　高齢者人口・被保険者数の見込み

　…　総人口は増加傾向で推移する見込みです。第２号被保険者数はさほどかわりませんが、第１号

被保険者数は増加が見込まれ、特に75歳以上の増加が見込まれます。

⑵　要支援・要介護認定者数の見込み

　…　平成25・26年度の要支援・要介護認定者数の動向、性年齢別・要介護度別の出現率等から

計画期間の要支援・要介護認定者数を見込みます。要支援・要介護認定者数は増加傾向で推移す

るものと見込まれ、平成29年度は893人と推計されます。

▶▶▶…高齢者人口・被保険者数

▶▶▶…要支援・要介護認定者数

平成27年度 平成28年度 平成29年度

総　人　口 20,090 20,240 20,375

第１号被保険者数 5,889 6,082 6,272

65～74歳 3,198 3,274 3,366

75歳以上 2,691 2,808 2,906

第2号被保険者数 7,156 7,206 7,234

被保険者総数　 13,045 13,288 13,506

平成27年度 平成28年度 平成29年度

要支援・要介護認定者数 782 831 893

予防給付
要支援１ 32 36 42

要支援2 96 111 127

介護給付

要介護１ 128 134 141

要介護2 213 228 250

要介護３ 136 139 141

要介護4 86 91 99

要介護５ 91 92 93

（単位：人）

（単位：人）
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第５章 ◆ 介護保険給付の推計と保険料

介護保険サービス利用者数の推計3
⑴　施設サービス・居住系サービス利用者数の見込み

　…　平成25・26年度の利用状況と、町内（圏域内）の整備計画を踏まえて利用者数を見込みま

す。

⑵　居宅サービスの利用者数の見込み

▶▶▶…施設サービス・居住系サービス利用者数

▶▶▶…居宅サービスの利用者数

▶▶▶…目標値：平成29年度における施設利用者のうち要介護４・５の割合

平成27年度 平成28年度 平成29年度

施設利用者数 161 163 176

介護老人福祉施設 79 82 84

介護老人保健施設 40 43 57

介護療養型医療施設 12 8 5

地域密着型介護老人福祉施設 30 30 30

居住系サービス利用者数 62 67 75

認知症対応型共同生活介護 22 22 25

特定施設入居者生活介護 40 45 50

地域密着型特定施設入居者生活介護 － － －

介護予防認知症対応型共同生活介護 － － －

介護予防特定施設入居者生活介護 － － －

平成29年度

施設利用者の要介護4～５の方の割合 76.7%

（単位：人）

（単位：人）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者合計 478 518 552

予防給付
要支援１ 32 36 42

要支援2 83 106 127

介護給付

要介護１ 94 101 107

要介護2 153 158 168

要介護３ 69 70 65

要介護4 30 33 28

要介護５ 17 14 15
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介護保険サービス量の推計4
▶▶▶…介護予防サービス見込み量

平成27年度 平成28年度 平成29年度

⑴　介護予防サービス

介護予防訪問介護
給付費（千円） 7,045… 7,074… 0…

人数（人/年） 384 396… 0…

介護予防訪問入浴介護

給付費（千円） 0… 0… 0…

回数（回/年） 0.0… 0.0… 0.0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

介護予防訪問看護

給付費（千円） 288… 189… 422…

回数（回/年） 25… 17… 72…

人数（人/年） 12… 0… 12

介護予防訪問リハビリテーション

給付費（千円） 420… 399… 706…

回数（回/年） 143 136 241

人数（人/年） 24 24 36

介護予防居宅療養管理指導
給付費（千円） 0… 0… 0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

介護予防通所介護
給付費（千円） 26,420… 40,135… 0…

人数（人/年） 756 1,152 0…

介護予防通所リハビリテーション
給付費（千円） 5,349… 5,804… 6,445…

人数（人/年） 144 168 204

介護予防短期入所生活介護

給付費（千円） 1,406… 2,689… 4,593…

日数（日/年） 272 523 893

人数（人/年） 60 84 132

介護予防短期入所療養介護
（老健）

給付費（千円） 0… 0… 0…

日数（日/年） 0.0… 0.0… 0.0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

介護予防短期入所療養介護
（病院等）

給付費（千円） 0… 0… 0…

日数（日/年） 0.0… 0.0… 0.0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

介護予防福祉用具貸与
給付費（千円） 2,095… 2,137… 2,172…

人数（人/年） 420 444 456

特定介護予防福祉用具購入費
給付費（千円） 706… 825… 840…

人数（人/年） 48 60 60

介護予防住宅改修
給付費（千円） 1,526… 1,486… 2,016…

人数（人/年） 36 36 48

介護予防特定施設入居者
生活介護

給付費（千円） 0… 0… 0…

人数（人/年） 0… 0… 0…
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

⑵　地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型
通所介護

給付費（千円） 0… 0… 0…

回数（回/年） 0.0… 0.0… 0.0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

介護予防小規模多機能型
居宅介護

給付費（千円） 3,555… 3,522… 3,428…

人数（人/年） 60 60 60

介護予防認知症対応型
共同生活介護

給付費（千円） 0… 0… 0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

介護予防地域密着型
通所介護

給付費（千円） … 0… 0…

人数（人/年） … 0… 0…

⑶　介護予防支援
給付費（千円） 5,787… 7,111… 8,498…

人数（人/年） 1,380 1,704 2,040

　合　計 給付費（千円） 54,597… 71,371… 29,120…
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▶▶▶…介護サービス見込み量［その１］

平成27年度 平成28年度 平成29年度

⑴　居宅サービス

訪問介護

給付費（千円） 135,801… 168,687… 220,785…

回数（回/年） 50,342 62,627 82,364

人数（人/年） 1,932 2,256 2,604

訪問入浴介護

給付費（千円） 6,990… 10,528… 13,603…

回数（回/年） 613 918 1,188

人数（人/年） 120 132 144

訪問看護

給付費（千円） 16,111… 21,354… 24,212…

回数（回/年） 2,263 2,995 3,385

人数（人/年） 576 756 828

訪問リハビリテーション

給付費（千円） 4,582… 5,980… 6,744…

回数（回/年） 1,536 1,998 2,250

人数（人/年） 192 204 204

居宅療養管理指導
給付費（千円） 5,819… 6,897… 5,688…

人数（人/年） 828 996 768

通所介護

給付費（千円） 206,725… 205,644… 217,683…

回数（回/年） 25,796 25,591 27,086

人数（人/年） 2,928 2,772 2,832

通所リハビリテーション

給付費（千円） 71,176… 91,834… 117,610…

回数（回/年） 10,000 12,997 16,666

人数（人/年） 1,032 1,200 1,404

短期入所生活介護

給付費（千円） 62,709… 79,823… 87,590…

日数（日/年） 8,438 11,134 12,022

人数（人/年） 792 960 1,032

短期入所療養介護（老健）

給付費（千円） 4,074… 7,752… 10,033…

日数（日/年） 378 721 934

人数（人/年） 36 60 72

短期入所療養介護（病院等）

給付費（千円） 7,807… 3,915… 1,113…

日数（日/年） 814 382 101

人数（人/年） 96 84 96

福祉用具貸与
給付費（千円） 34,858… 36,621… 37,554…

人数（人/年） 2,784 2,964 3,096

特定福祉用具購入費
給付費（千円） 839… 799… 851…

人数（人/年） 84 84 84

住宅改修費
給付費（千円） 5,656… 6,461… 9,844…

人数（人/年） 48 60 84

特定施設入居者生活介護
給付費（千円） 85,184… 96,379… 107,709…

人数（人/年） 480 540 600
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▶▶▶…介護サービス見込み量［その２］

平成27年度 平成28年度 平成29年度

⑵　地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

給付費（千円） 0… 0… 0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

夜間対応型訪問介護
給付費（千円） 0… 0… 0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

認知症対応型通所介護

給付費（千円） 129… 171… 198…

回数（回/年） 29 38 46

人数（人/年） 12 24 24

小規模多機能型居宅介護
給付費（千円） 28,159… 29,006… 32,428…

人数（人/年） 192 204 228

認知症対応型共同生活介護
給付費（千円） 66,058… 66,910… 75,853…

人数（人/年） 264 264 300

地域密着型特定施設
入居者生活介護

給付費（千円） 0… 0… 0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

給付費（千円） 91,652… 92,531… 93,000…

人数（人/年） 360 360 360

複合型サービス
給付費（千円） 0… 0… 0…

人数（人/年） 0… 0… 0…

地域密着型通所介護

給付費（千円） … 14,532… 15,382…

回数（回/年） … 1,808 1,914

人数（人/年） … 192 204

⑶　施設サービス

介護老人福祉施設
給付費（千円） 234,684… 243,890… 251,247…

人数（人/年） 948 984 1,008

介護老人保健施設
給付費（千円） 121,047… 129,295… 174,477…

人数（人/年） 480 516 684

介護療養型医療施設
給付費（千円） 45,738… 29,168… 18,704…

人数（人/年） 144 96 60

⑷　居宅介護支援
給付費（千円） 53,831… 55,543… 56,134…

人数（人/年） 4,356 4,512 4,584

　合　計 給付費（千円） 1,289,629… 1,403,720… 1,578,442…
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介護保険サービス給付費の推計5
⑴　標準給付費の見込み

⑵　地域支援事業費の見込み

平成27年度 平成28年度 平成29年度

標準給付費見込額 1,403,331 1,529,290 1,662,711

保険給付費見込額 1,402,170 1,528,013 1,661,319

総給付費 1,336,807 1,462,352 1,593,528

介護給付費 1,289,629 1,403,720 1,578,442

予防給付費 54,597 71,371 29,120

一定以上所得者の利用者負担の見
直しに伴う財政影響額 … △7,419 △12,739 △14,034

特定入所者介護サービス費等給付額 36,563 35,561 36,391

高額介護サービス費等給付額 23,020 24,020 25,020

高額医療合算介護サービス費等給付額 5,780 6,080 6,380

算定対象審査支払手数料 1,161 1,277 1,392

事業名 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護予防事業 20,620 21,010 ―

介護予防・日常生活支援総合事業 ― ― 74,510

包括的支援事業・任意事業 51,780 51,510 47,640

　合　計 72,400 72,520 122,150

（単位：千円）

（単位：千円）
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介護保険料2第 節

介護保険料の財源

調整交付金交付割合

財政安定化基金

1

2

3

　介護保険費用全体から利用者負担（１割）を除く給付費を、第１号・第２号被保険者の保険料で

50％、国・県・町で50％負担する仕組みとなっています。

　平成27年度から第１号被保険者負担割合が22％、第２号被保険者負担割合が28％となります。

　介護保険制度では、第１号被保険者のうち75歳以上の後期高齢者の占める比率や所得段階別に

みた被保険者の構成によって調整交付金が交付され、第１号被保険者の負担額・負担割合が調整さ

れます。（全国的には標準給付費見込額の５％）軽井沢町では、後期高齢者加入割合や所得段階区

分割合等を勘案し、標準給付費見込額の3.2％を見込みます。

　財政安定化基金は、予想以上の保険料収納率の低下や給付費の増大等によって、市町村の介護保

険財政が悪化したり、その不足額を補てんするために一般会計からの繰り入れを余儀なくされるこ

とのないよう、あらかじめ国・県・市町村が拠出して積み立てられた県の基金から必要額を借り受

け、次期保険料の算定時にその償還のための費用を組み込むものです。

　長野県では、第４期計画期間以降は追加拠出を行わなくとも当面の介護保険財政運営に支障を生

じないと判断し、条例によって定める財政安定化基金拠出率を０％としました。軽井沢町では第5

期同様第６期保険料の算定には組み込みません。

▶▶▶…介護保険料の財源

65歳以上
（第1号）
の保険料

22％

40～ 64歳
（第２号被保険者）
社会保険支払基金

28％

保険料（50％） 公　費（50％）

国庫負担

25％
県負担

12.5％
町負担

12.5％
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介護保険準備基金

市町村特別給付費等

保険料の弾力化

低所得者の第１号保険料軽減強化

4

5

6

７

　この基金は、計画期間中に保険給付が不足する場合に備えて積み立て、不足時に取り崩すための

基金です。保険料算定に向けては、保険者である市町村の判断で基金に一部を積み残し、残りを次

期保険料の算定に組み込み、第１号被保険者の保険料を下げることが認められています。

　第６期の算定にあたっては、給付額の増加に伴う保険料の高騰を避けるため、基金の概ね全額を

取り崩すものとします。

　介護保険制度では、法定給付サービス以外に要介護者等を対象とした市町村の独自サービスを実

施したり（特別給付）、要介護認定を受けていない被保険者や要介護者の家族等を対象とした市町

村独自の保健福祉事業を実施することが認められていますが、第６期も高齢者福祉サービスで実施

するものとし、介護保険上での特別給付費・保健福祉事業は見込みません。

　介護保険料は、国では平成27年度より所得段階を細分化し、より多くの所得を得ている人から

保険料を多く徴収し、その分、低所得者層の保険料の減額を図るため、所得階層に応じて9段階を

基準に設定します。

　軽井沢町でもこの考え方に従い、第６期計画期間においても国の標準段階の区分と現役並み所得

者層の区分を設定し、10段階の設定で実施することとします。

　低所得者については給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、低所得の高齢者の保険料の軽

減を強化します。平成27年４月からは第１段階の保険料基準額に対する割合（以下負担割合）を

0.5から0.45に引き下げます。さらに平成29年４月からは第１段階の負担割合を0.45から0.3

に、第２段階の負担割合を0.75から0.5に、第３段階の負担割合を0.75から0.7にそれぞれ引き

下げます。
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所得段階区分と負担割合8

所得段階 内　容

割　合

軽減税率

平成27年度・�
平成28年度 平成29年度

第１段階
○生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税の人
○…本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と
課税年金収入の合計が80万円以下の人

0.50 0.45 0.30

第2段階
○…本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と
課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の人

0.75 ― 0.50

第３段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、第1・２段階以外の人 0.75 ― 0.70

第4段階
世帯に住民税課税者がいる人で、本人が住民税非課税で、本人
の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の人

0.90

第５段階 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる人［基準］ 1.00

第6段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の人 1.13

第7段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上190万
円未満の人

1.26

第８段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が190万円以上290万
円未満の人

1.55

第９段階
本人が住民税課税者で、合計所得金額が290万円以上400万
円未満の人

1.60

第10段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上の人 1.75

▶▶▶…所得段階区分と負担割合

※災害等の特別な理由により、保険料の減免・徴収猶予あり。
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保険料基準額（月額）9

第１期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

保険料基準月額 2,233円 2,954円 3,661円 3,900円 4,300円 4,800円

基準額
（月額） =

介護サービス総給付費のうち
第１号被保険者負担相当額

（３年間計）
÷

第１号被保険者
の人数

（３年間計）
÷ １2か月

▶▶▶…第１号被保険者保険料基準月額の算出方法

▶▶▶…第１号被保険者保険料基準月額の推移

…第１号被保険者の保険料基準額（月額）は、以下のように算出されます。そして、第６期計画期

間の第１号被保険者の介護保険料を月額4,800円（第5段階）と設定します。
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果たすべき機能・役割の設定

計画の推進に向けて6第　　 章

1第 節

住民、地域社会が担うべき機能・役割

サービス事業者等の役割

1

2

　この計画で掲げた内容を実現していくためには、住民・地域社会、保健・医療・福祉関係団体、

サービス事業者、行政等が互いに連携・協働し、役割分担を図りながら取り組んでいく必要があり

ます。このため、それぞれが担うべき機能・役割について次のように設定します。

　健康づくりや福祉等を自らの問題として、自ら積極的に解決に取り組んでいくことが基本です。

そのために、次のようなことに取り組んでいく必要があると考えます。

　○自主的・主体的活動の推進

　○相互扶助意識の普及と実践

　○社会参加・参画の促進　等

　あたたかく親切かつ適切に専門的なサービスを、適正な料金で住民に提供していくことが基本で

す。そのために、次のようなことに取り組んでいく必要があると考えます。

　○関係機関との連携…

　○住民・地域社会との連携、協力

　○良質なサービスの提供　等
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推進体制の整備2第 節

計画の進行管理

関係機関との連携

行政が担うべき機能・役割

1

2

3

　この計画に基づく施策を計画的に、かつ実効性をもって推進するため、軽井沢町高齢者保健福祉

計画及び介護保険事業計画策定委員会等において、定期的に進捗状況の点検・評価を行っていくと

ともに、住民やサービス事業者等の意見・要望・提案等の把握に努めます。

　庁内においては、高齢者関係施策の検討、連絡・調整を随時、横断的に行い、各分野の進捗状況

を定期的に把握するとともに、緊密な連携に努めます。

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

療・福祉等各分野の関係機関による緊密な連携と情報の共有に努め、施策・サービス等の総合的な

調整、推進を図ります。

　高齢者関係施策の円滑な推進に向け、国や県、関係機関との連携強化を図ります。また、より充

実したサービスを提供するため、町だけで実施することが難しい施策、広域的な対応が望ましい施

策について、近隣市町村とともに取り組み、効果的な推進を図ります。

　住民ニーズの把握に努め、住民の自主的・主体的な健康づくりや福祉等の諸活動を支援・育成し

ていくことが基本です。そのために、次のようなことに取り組んでいく必要があると考えます。

　○住民活動支援の充実

　○住民意識啓発の充実

　○指導者・リーダーの発掘、育成…

　○サービス事業者の支援・育成

　○施設基盤の整備　等
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第６章 ◆ 計画の推進に向けて

専門従事者の育成・確保

財源の確保

3

4

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

等の計画的養成を図るとともに、有資格者の掘り起こしを図るなど、専門従事者の確保に努めます。

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

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

し、資質の向上に努めていきます。また、分野・組織を越えた合同研修会・交流会の開催等によ

り、専門従事者の連携の強化を図ります。

　計画の着実な実施に必要な財源を確保するため、町においては効果的、効率的なサービス提供に

努めるとともに、適正な利用者負担の設定等にも取り組みます。

重点施策への取り組み3第 節

「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」の推進1
　地域支援事業の一部として新たに位置づけられることとなる、「新しい介護予防・日常生活支援

総合事業」については、介護予防給付による訪問介護・通所介護からの移行をはじめ、地域に根ざ

した高齢者支援の体制や仕組みづくりとして、新たな取り組みとなるものです。

　その推進にあたっては、高齢者の支援ニーズを適切に把握しながら、民間事業者や住民などさま

ざまな主体が参画し、多様な高齢者の生活支援ニーズに対応した、地域らしさを活かしたサービ

ス・事業が提供できるよう取り組んでいきます。

　本計画における重点施策としては、包含する施策の多くが、「地域包括ケアシステムの実現」に

つながるものであることから、これに関連した重要な取り組み、または、この度の介護保険法改正

による新たな取り組みなどを中心に、重点施策として位置づけるものとします。
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認知症施策の推進

元気高齢者の活動支援

3

4

　認知症の方が増加するなかで、支援環境の充実や、全町的な啓発の必要性が高まっています。

　認知症に関連する多様な状況・状態に応じたケアパスによる対応や、関連情報の周知や啓発な

ど、今後さらに進めていきます。

　また、認知症等により、社会的な手続きや財産管理等が困難な状況にある高齢者が、地域におい

て尊厳ある生活を維持し、安心して暮らせるよう、高齢者の権利擁護のための支援を行います。

　近所付き合いからふれあい・交流など、地域の見守りや支えあい体制の強化を図っていくために

は、元気高齢者の担い手としての活躍が不可避です。そのため、元気高齢者のさまざまな活動を支

援するとともに、地域の担い手としての活躍の場や機会を積極的に提案していきます。

　また、介護予防事業においては、地域で継続した介護予防活動が展開されるよう、元気高齢者へ

の介護予防のための各種教室等への参加促進を図るとともに、地域で介護予防を推進する実践者と

して育成していきます。

在宅医療と介護連携の推進2
　地域医療と介護は、高齢者支援のなかでも、より一層連携が必要となる要素であり、切れ目なく

高齢者を支援するため、相互の情報連携や、引き継ぎ等に関わるスムーズな環境づくりを推進しま

す。

　医療機関からの退院時における、介護保険サービスとの連携強化や円滑な移行、医療の必要性が

高い高齢者への対応の充実など、個々の高齢者の必要とされる支援について勘案しながら、より効

果の高い支援へとつなげていきます。
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第６章 ◆ 計画の推進に向けて

軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年５月27日

告示第６号

改正　　平成16年９月27日告示第34号　　平成18年３月27日告示第14号

　　　　平成18年６月23日告示第35号　　平成19年３月26日告示第20号

　（趣旨）

第…１条　軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（以下「事業計画」という。）の策定

にあたり、軽井沢町における総合的な高齢者保健福祉事業の推進及び介護保険制度の円滑な運営

を図るため、保健医療福祉関係者、被保険者等から意見を聴くことを目的とし、軽井沢町高齢者

保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

　（任務）

第…２条　委員会は、事業計画に係る次の各号について、協議するものとする。

　（１）　介護サービスの供給の現状及び将来の需要見込みに関すること。

　（２）　サービスの円滑な提供を図るため、整備及び事業の計画立案に関すること。

　（３）　地域における総合的な保健医療及び福祉サービスの提供体制に関すること。

　（４）　事業計画の円滑な実施を図るために必要と認める事項の研究に関すること。

　（５）　地域密着型サービスに関すること。

　（委員）

第…３条　委員会は、委員20名以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱

する。

　（１）　民生福祉委員協議会委員　２名以内

　（２）　老人福祉施設　３名以内

　（３）　保険医療機関医師　１名

　（４）　保険医療機関歯科医師　１名

　（５）　薬剤師会　１名

　（６）　ボランティア団体　２名以内

　（７）　老人クラブ連合会　１名

　（８）　保健補導員会　１名

　（９）　日赤奉仕団　１名

　（10）　ＪＡ佐久浅間あゆみ会軽井沢地区　１名

参　考　資　料
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　（11）　区長会　１名

　（12）　公募による者　３名以内

　（13）　軽井沢病院長　１名

　（14）　社会福祉協議会事務局長　１名

　（任期）

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

　（会長等）

第５条　委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

２　会長は、会務を総括する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

　（会議）

第６条　委員会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

２　会議は、必要に応じて委員以外の者の参加を求め、その意見を聴取することができる。

　（庶務）

第７条　委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

　（補則）

第８条　この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

　　　附　則

　この要綱は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成16年９月27日告示第34号）

　この要綱は、平成17年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成18年３月27日告示第14号）

　この要綱は、平成18年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成18年６月23日告示第35号）

　この要綱は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成19年３月26日告示第20号）

　この要綱は、公布の日から施行する。
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軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員名簿

平成27年3月現在

氏　　　名 組　織　内　訳

会長 中　村　英　三 老人福祉施設

副会長 櫻　井　朝　教 民生福祉委員協議会委員

委員 土　屋　和　子 民生福祉委員協議会委員

委員 塩　川　城　樹 老人福祉施設

委員 北　澤　千鶴子 保険医療機関医師

委員 土　屋　榮　良 保険医療機関歯科医師

委員 伴　野　一　樹 薬剤師会

委員 成　澤　順　子 ボランティア団体

委員 戸　田　光　男 ボランティア団体

委員 土　屋　　　孝 老人クラブ連合会

委員 清　水　智　子 保健補導員会

委員 利根川　徳　子 日赤奉仕団

委員 栁　澤　たつ江 ＪＡ佐久浅間女性会軽井沢支部

委員 赤　尾　佳　秀 区長会

委員 土　屋　信　子 公募による者

委員 牧　山　尚　也 軽井沢病院長

委員 矢　内　英　男 社会福祉協議会事務局長

委員 17名

（順不同　敬称略）
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軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会開催状況

区　分 開催日時 会議事項

平成24年９月１日 軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会
委員委嘱

第１回 平成24年12月25日

協議事項
・…高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画進捗状況につ
いて（計画概要、重点施策進捗状況、町内地域密着型サービ
スの運営状況）
・地域密着型サービス等に係る基準の条例化について
・地域包括支援センターについて

第２回 平成25年７月９日

協議事項
・平成24年度保健福祉及び介護保険事業実績について
・…高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画進捗状況につ
いて（重点施策・地域包括ケアシステム構築の取り組みにつ
いて）
・地域密着型サービスについて

第３回 平成26年３月19日

協議事項
・…高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画進捗状況につ
いて（重点施策・地域包括ケアシステム構築の取り組みにつ
いて）
・…高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画策定について
（高齢者実態調査の実施状況・介護保険制度改正の概要）
町内地域密着型介護サービス事業所見学

第４回 平成26年７月１日

協議事項
・平成25年度保健福祉及び介護保険事業実績について
・高齢者実態調査報告
・…高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画策定について
（計画書の構成、介護保険制度改正案の主な内容について）

第５回 平成26年11月21日

協議事項
・高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画策定について
　…（理念と基本目標、施策の体系・推進方針、重点事業、施設等
の整備、介護サービス見込み量と保険料推計について）

・介護保険事業における条例の制定について

第６回 平成27年２月17日

協議事項
・高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画策定について
　…（介護サービス見込み量と保険料推計について、計画素案につ
いて）

・介護保険事業における条例の一部改正について


