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日本では、団塊の世代の方が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）、さらに団塊ジュニアが

高齢者となる令和 22 年（2040 年）には、現役世代が急減する超高齢化社会が訪れます。 

軽井沢町においても総人口のピークが令和 12 年（2030 年）頃で、その後緩やかに減少し

ていきますが、高齢者人口は上昇傾向にあります。 

このまま高齢化が進むと、社会を支える人が減り、支えられる人たちが増えることになり、

地域社会そのものの存続が懸念される中で、一人ひとりが役割と生きがいをもった社会の実

現が求められてきます。 

前計画までは、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で生活が営むことができるよう、「地

域包括ケアシステム」の構築を図ってきましたが、今回の計画では、それらを深化しつつ、

新たに国際社会共通の目標でありますＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の基本理念「誰一人

取り残さない」という視点から、高齢者だけでなく、障がい者や子どもなど、地域で暮らす

全ての人々が、それぞれの役割をもって、自分らしく活躍できる「地域共生社会」の実現を

目指した計画となっております。 

基本理念に、「住み慣れた地域で生きがいを持ち、安心して暮らしていけるまち ～みんな

で参加、身近な助け合い、できる範囲で少しずつ～」を掲げ、高齢者の尊厳保持とニーズに

合わせたきめ細かい施策を推進していきますので、町民の皆様をはじめ関係する方々のご理

解ご協力をお願い申し上げます。 

また、本計画では、感染症及び災害対策についても触れておりますが、新型コロナウイル

ス感染症は、収束の兆しが見いだせず、間もなく始まるワクチン接種に期待が高まっていま

す。 

コロナ禍後も、私たちを取り巻くすべての事柄の強靭化を進めていくことが必要であり、その

中で、持続可能な介護保険制度に向けた取り組みを進めてまいります。 

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皆様

に厚く御礼を申し上げます。 

軽井沢町長 藤巻 進 

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 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

第１節 計画の趣旨 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、平成 12 年に当時の老人福祉法、老人保健法、

介護保険法を基本に、高齢者サービスの基本であった福祉と保健・医療の間に新たに介護

保険制度を設置し、高齢化社会に対応したサービスの提供を目指して開始されました。 

以後、老人保健法が健康増進法に改正されたほか、介護保険法も数回の改正を経てその

充実を図ってきたところです。 

こうしたことから介護保険制度は、高齢化の進行とともに利用が増加し、国民生活に欠

くことの出来ない制度として定着してきました。令和２年は制度開始以降 20 年目を迎え、

数度による制度改正を経て、ますます充実した制度となってきています。 

また、高齢者保健福祉計画においても、高齢者の健康と生活を支える各種施策を計画的

に進めるため、介護保険事業計画とともに策定され、併せて、高齢者の健康、福祉、暮ら

しを支える大きな役割を果たしてきました。 

近年の大きな変更点をみると、介護の負担を軽減するため、介護予防の視点が取り入れ

られてきたこと、国の一律的な制度運営を脱却し、地域の特性に合わせた地域支援事業の

実施、高齢者福祉や介護保険事業だけでなく、障がい者施策、認知症対策や医療との連携

を深めることにより地域包括ケアシステムの構築などを図ってきたところです。 

こうした事業の充実に合わせて、当町においても、「軽井沢町高齢者保健福祉計画・第７

期介護保険事業計画」を平成 30 年に策定し、計画的な事業実施に努めてきました。 

介護保険制度は、高齢者人口の増大とともに、その利用拡大が続いてきましたが、近年

は介護予防対策等の充実により、認定率も安定傾向となってきており、制度の拡大期から

制度の成熟期を迎えています。今後、より質の高いサービスへの転換が求められてきてい

ます。 

また、折しも、世界的なパンデミックとなった新型コロナウイルスの感染拡大は、３密

を避け、在宅勤務の促進や都道府県をまたぐ移動の制限など、国民の生活様式を大きく変

える要因となりました。特に「新しい生活様式」への転換は、高齢者施策だけでなく、町

としても取り組むべき新しい課題となってきます。また、団塊の世代が後期高齢者にさし

かかる令和７年（2025 年）を目前に、今まで以上に高齢者施策の充実を図るとともに、福

祉や介護を支える人材の確保なども課題となってきます。 
今回、新たに「軽井沢町高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定するに

あたり、国の新たな策定指針に沿った計画とするとともに、このような新しい課題や、生

活様式に合わせ、軽井沢町の特性に沿った計画づくりを行うこととします。 

第１章 計画の策定にあたって 
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第２節 計画の位置づけと期間 

１ 計画の位置づけ 

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」として、一体的に策定するものですが、認知症

施策推進大綱等の各種大綱や地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部改正等の

関連法にも留意するものとします。 

さらに、改正された地域福祉計画を中心として、重層的支援体制の整備を目指し、障

がい者計画、子ども・子育て支援事業計画などの福祉関連計画や健康・保健分野におけ

る健康増進計画、加えて高齢者の医療、居住環境や生きがい・学習等についての関連計

画についても適宜、整合、連携を図るなど、他事業計画との調和に配慮して策定します。

また、関連する分野の県計画との調整を図ります。 

 
図表 計画の位置づけ 
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なお、本計画の上位計画である長期振興計画においては、2015 年国連サミットで採択

されたＳＤＧｓの実現を目指し、まちづくりの基本理念として各施策との紐付けを行っ

ています。ＳＤＧｓは国連が定めた「持続可能な開発目標」の略称で、2030 年までに達

成しようという目標を示しています。世界中で抱える問題を 17 に分類し、その目標値を

設定したものです。本計画は、この中の３の「すべての人に健康と福祉を」という目標

を主として、「あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」こ

とを目指し、８の「働きがいも経済成長も」、11 の「住み続けられるまちづくりを」、17

の「パートナーシップで目標を達成しよう」と併せて、地球上の誰一人として取り残さ

ないことを誓っています。本計画においてもこの理念を基本に事業を展開することとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＳＤＧｓに向けた取組について】 

SDGs（エスディージーズ）は、「持続可能な開発目標」で、地球 

上の「誰一人として取り残さない」社会の実現を目指し、持続可 

能な世界を実現するための包括的な 17 の目標が示されています。 

軽井沢町長期振興計画においては、SDGs の実現を目指し、まち 

づくりの基本理念として各施策との紐付けを行っています。 

従って、本計画を推進することで SDGs の定めるゴールにつながっ

ていきます。 
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２ 計画の期間 

本計画は、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ます。 

なお、今回の計画策定にあたっては、国の指針に従って、団塊の世代が後期高齢者に

達する令和 7 年（2025 年）及び団塊ジュニアの世代が高齢者に達する令和 22 年（2040

年）の人口構造を考慮し、中・長期的視点を踏まえて策定することとします。 
 
図表 計画の期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 日常生活圏域の設定 

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。 

なお、高齢者保健福祉及び介護保険事業をより効果的に実施するために、地域の連携

がしやすい小学校区においての事業展開を進めます。 

 

 

第３節 計画の策定体制 

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計画策定のためのグ

ループ討議の結果を踏まえ、保健・福祉・介護保険に関わる実務担当者を中心に、計画

案の検討・作成を行いました。 

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。 

 

 

第６期計画 

平成 27～29 年度 

(2015～2017 年度) 

 
【本計画】 

第８期計画 

令和 3～5年度 

(2021～2023 年度) 

第７期計画 

平成 30～令和 2年
度 

(2018～2020 年度) 

第１０期計画 

令和 9～11 年度 

(2027～2029 年度) 

第９期計画 

令和 6～8年度 

(2024～2026 年度) 

2025 年及び 2040 年を考慮 
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第４節 本計画策定にあたっての主な策定指針及び考慮すべき環境 

 

１ 2025・2040 年を見据えたサービス基盤の整備、人的基盤の整備 

いわゆる団塊世代が後期高齢期にさしかかる令和 7年（2025 年）、さらには団塊ジュニ

ア世代が 65 歳以上となる令和 22 年（2040 年）を見据えて、人口推計から導かれる介護

需要を踏まえて計画を策定する必要があります。また、生産年齢人口の減少が見込まれ

る中で、介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整備や、地域医療構想との整合性が

求められます。 

 

２ 地域共生社会の実現 

地域に生きる一人ひとりが尊重され、多様な経路で、社会とつながりを参画すること

で、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる地域共生社会の実現にあたっては、そ

の理念や考え方を踏まえた包括的な支援体制の整備や具体的な取組を進めることが求め

られます。 

地域住民が既存の組織等の枠にとらわれずに参加できる柔軟な取り組みが必要となり

ます。また、「支え手・受け手」の枠を超えて社会参加を進めることが重要であり、その

ような活動を下支えする体制の整備も大きな課題です。 

 

３ 重層的支援体制整備の推進 

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画のほか、地域福祉計画、障がい福祉計画、

子ども・子育て支援計画等の関連計画と「調和が保たれた」計画づくりを進めるととも

に、実施体制の整備を進めるために庁内及び関係機関との高度な組織づくりや人材育成

なども必要となってきます。 

また、支え手となる地域の社会福祉法人が手掛ける事業を協業化、大規模化するため

に新たに社会福祉連携推進法人を設置するなど社会福祉法人同士の連携を進めていくこ

とが求められてきます。 

 

４ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

高齢者の保健事業と地域支援事業の総合事業との一体的な事業の推進に努め、引き続

き、介護予防の質の向上に努めていく必要があります。また、介護保険の質の高いケア

マネジメントの実施に努めるとともに、地域包括支援センターの機能や体制を充実する

ことにより、高齢者の自立支援、介護予防、重度化防止に向けた多様な取り組みを強化

し、健康寿命の延伸を促進していくことも大きな課題となります。加えて、在宅医療と

介護の連携により、介護施設等における看取りに対応できる環境の整備も求められてい

ます。 

また、国が保険者機能の強化を目指して強化される保険者機能強化推進交付金等の活
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用について、実施していく必要があります。 

さらに、事業の推進にあたって PDCA サイクルに沿って事業の見直し、評価を行うこと

により、事業の質の向上や効率化を図っていくことも必要です。 

 

５ 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

令和元年６月に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」を踏まえ、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し、認知症の人

や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として、①普及啓発・本人

発信支援、②予防、③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援、④認知症バリアフ

リーの推進、若年性認知症の人への支援・社会参加支援等の施策を推進していく必要が

あります。 

 

６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

生産年齢人口の減少が見込まれる中で、介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含

めた介護人材の確保が必要となります。加えて、介護現場における地域包括ケアシステ

ムを支える介護人材の確保及び業務効率化の業務仕分けやロボット・ＩＣＴの活用、元

気高齢者の参入促進などの介護現場の改善に努めていくことも課題となります。 

また、介護事業の持続可能な介護関連業務の効率化のため、要介護認定の体制の整備

に努めるほか、データ利活用の推進による文書負担の軽減も課題です。 

 

７ 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る国、県と町の情報連携の 

強化 

高齢者が住み慣れた地域において暮らし続けるための取組として「自宅」と「介護施

設」の中間に位置するような住宅も増えており、また、生活面で困難を抱える高齢者が

多いことから、住まいと生活支援を一体的に提供する取組も進められています。こうし

た状況を踏まえ、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の質を確保するととも

に、介護保険事業計画においてサービス基盤整備を位置付け、国、県との連携により整

備を適切に進めていくことが必要です。 

 

８ 医療から介護へ切れ目の無いリハビリテーションヘのサービス提供体制の構築 

医療期で実施する急性期、回復期におけるリハビリテーションから介護保険で実施す

る生活期リハビリテーションへの切れ目のないサービス提供体制の構築が必要となって

います。特に介護保険においては介護保険ニーズの高い 85 歳以上の人や認知症の人の自

立支援を支えるために地域におけるリハビリテーション資源の把握が必要となります。 

今後のリハビリテーション実施においては、単に高齢者の運動機能や栄養状態といっ

た身体機能の改善だけを目指すだけでなく、国際生活機能分類による「身体機能」「活動」

「参加」に働きかけるリハビリテーションの提供が必要となります。 
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９ 災害や感染症対策体制整備と新しい生活様式への転換 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、３密を避ける、手洗い、うがいの励行な

ど、私たちの生活様式においても大きな変化が必要となってきています。一方、感染対

策としての移動の自粛が求められる機会も増え、企業活動においてテレワークが推奨さ

れているほか、学校においてもオンライン授業が実施されていることから町民の自宅生

活が長くなってきています。こうした新しい生活様式に対応した町民の福祉活動等ボラ

ンティアへの参加促進なども課題となってきます。 

近年、全国的に大規模な災害が続いていることから、高齢者の他、障がい者の避難や

安全対策、避難所における３密を避ける対策、プライバシーの確保、衛生環境の整備や

生活環境の確保など避難生活の向上に向けた対策も課題となります。 

 

 

10 介護療養型医療施設の介護医療院への転換 

平成 29 年度末で廃止となった「介護療養型医療施設」は、第８期末の令和６年３月ま

でに全面廃止となります。これに代わり、長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢

者を対象に、「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」としての機能を提供できる施設として「介護医療院」への転換が必要となりま

す。 
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第２章 高齢者を取り巻く状況 

 

第１節 人口世帯の動き 

 

１ 人口構造 

当町の総人口は、近年２万人を維持しており、ほぼ横ばいですが、少しずつ増加とな

ってきました。令和２年には 20,833 人となっています。 

この中では、65 歳以上の高齢者数は増加を続けています。平成 28 年には６千人に達し

ており、令和２年には 6,641 人にまで増加してきました。総人口に占める高齢化率は

31.9％と３割を超えています。高齢者について 75 歳を境に前期と後期で分けると、前期

高齢者は、平成 29 年から横ばいとなっているのに対し、後期高齢者は増加を続けていま

す。令和２年には、前期高齢者は 3,367 人で構成比は 16.2％、後期高齢者は 3,274 人、

15.7％となっています。 

 

図表 総人口（年齢区分別）の推移 

                  （単位：人、％） 

 総人口 年少人口 

 

生産年齢

人口 
高齢者人口 

 前期高齢者 後期高齢者 

０～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 65～74 歳 75 歳以上 

実 

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

平成 27 年 20,212 2,352 11,938 5,922 3,197 2,725 

平成 28 年 20,328 2,361 11,881 6,086 3,252 2,834 

平成 29 年 20,322 2,326 11,733 6,263 3,309 2,954 

平成 30 年 20,423 2,292 11,752 6,379 3,304 3,075 

令和元年 20,465 2,278 11,704 6,483 3,303 3,180 

令和 2 年 20,833 2,427 11,765 6,641 3,367 3,274 

構
成
比 

平成 26 年 100.0 11.9 59.7 28.4 15.1 13.3 

平成 27 年 100.0 11.6 59.1 29.3 15.8 13.5 

平成 28 年 100.0 11.6 58.4 29.9 16.0 13.9 

平成 29 年 100.0 11.4 57.7 30.8 16.3 14.5 

平成 30 年 100.0 11.2 57.5 31.3 16.2 15.1 

令和元年 100.0 11.1 57.2 31.7 16.1 15.6 

令和 2 年 100.0 11.6 56.5 31.9 16.2 15.7 

資料：住民基本台帳人口（各年９月末現在） 
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図表 人口構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口（各年９月末現在） 
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２ 高齢者世帯の状況 

高齢者世帯の状況について、令和元年 12 月実施のアンケート調査の結果をみると、一

般の高齢者（元気高齢者調査）では「ひとり暮らし」が 16.7％となっており、高齢者世

帯の６分の１を占め、また「夫婦二人暮らし」は 47.5％とほぼ半数となっています。こ

のように全体の３分の２（64.2％）が一人暮らしまたは夫婦二人暮らしとなっています。

一方で「息子・娘との２世帯」は 27.5％となっています。 

介護保険の認定者では、家族の介護のため「息子・娘との２世帯」が 40.2％にまで増

えていますが、「夫婦二人暮らし」が 27.1％、「ひとり暮らし」が 22.4％と両者で全体の

半数（49.5％）となっています。 

 

図表 高齢者の世帯の状況 
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第２節 保健福祉事業・介護保険事業の実施状況 

 

１ 高齢者保健福祉事業 

（１）疾病予防・（介護予防） 

特定健診・後期高齢者健診の受診人員は、令和元年度は 1,129 人となっています。

乳房検診、結核検診、インフルエンザ予防接種において利用人員が増加しています。 
 

図表 疾病予防・（介護予防） 

事業名 単位 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

特定健診・後期高齢者健診 

（がん検診除く） 
受診人員 

(65 歳以上) 

1,088 987 1,129 

子宮頸がん検診 186 207 171 

乳房検診 231 239 242 

結核検診（検診車） 59 93 93 

インフルエンザ予防接種 接種人員 3,002 3,190 3,325 

ココトレ（１回／週、土曜日） 

運動不足解消教室へ移行〈令和元年度から〉

（１回／週、土曜日） 

参加人員 14 24 15 

延人数 234 179 210 

町資料 

（２）地域包括支援センター相談事業 

地域包括支援センターの相談事業は年間４千件以上の利用が見られます。 

 

図表 地域包括支援センター相談事業 

事業名 単位 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

地域包括支援センター相談事業 件数 4,017 4,837 4,781 

町資料 

 

（３）施設利用 

木もれ陽の里健康増進部門の利用は３万人を超える高い利用が見られますが、老人

福祉センターの利用は低下傾向となっています。 
 

図表 施設利用 

事業名 単位 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

木もれ陽の里健康増進部門 人数 33,409 34,079 31,531 

老人福祉センター 人数 20,541 18,079 16,442 

屋内多目的運動場 人数 1,762 1,299 1,064 

町資料  
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（４）ユニバーサルスポーツ祭 

ユニバーサルスポーツ祭への参加人数は、令和元年度には 331 人となっています。 

図表 ユニバーサルスポーツ祭 

事業名 単位 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

ユニバーサルスポーツ祭 人数 330 345 331 

町資料 

 

（５）すこやかお出かけ利用券支給 

すこやかお出かけ利用券の支給状況をみると、配布率は８割を超えており、利用率

も７割を超えるなど高い利用がなされています。 

 

図表 すこやかお出かけ利用券支給 

事業名 単位 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

すこやかお出かけ利用券支給 

対象人数 6,034 6,227 6,350 

配布率％ 85.5 85.5 84.1 

利用率％ 77.2 76.5 72.7 

町資料 

 

（６）敬老祝品・祝金支給 

８８歳を対象とする敬老祝品支給と１００歳を対象とする敬老祝金支給の対象者は

以下のとおりです。今後、高齢化の進展によりさらに対象者数の増加が見込まれます。 

 

図表 敬老祝金・祝金支給 

事業名 単位 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

敬老祝品(８８歳) 祝金(１００歳)支

給 

祝品支給対象人員 100 91 128 

祝金支給対象人員 16 21 8 

町資料 
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（７）一人暮らし支援 

一人暮らし支援として以下のような事業が実施されています。 

 

図表 一人暮らし支援 

事業名 単位 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

緊急通報装置設置 
新規設置数 0 0 27 

総利用人員 11 8 27 

安心コール 
実施回数 1,389 3,241 3,456 

利用対象人員 52 90 85 

ルイザ券補助 補助件数 46 55 42 

配食安否確認 
配食件数 10,628 8,014 9,095 

利用対象人員 70 78 77 

町資料 

 

（８）移送サービス 

移送サービスの利用者は、少しずつ増加傾向にあります。 

 

図表 移送サービス 

事業名 単位 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

移送サービス 

発券枚数 7,308 8,158 8,251 

利用枚数 5,478 5,922 5,791 

発券人員 224 252 260 

町資料 
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２ 地域支援事業 

介護保険事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業等の地域支援事業の利用状況

は以下のとおりです。 

 

（１）介護予防・日常生活支援サービス事業 

介護予防・日常生活支援サービス事業のうち、近年生活支援の配食安否確認の利用

が増えています。 

 

図表 介護予防・日常生活支援サービス事業 

事業名 単位 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

把握事業 
基本チェックリスト 

（総合事業利用者） 
利用者 45 47 35 

訪問型サービス 

訪問介護相当サービス 

（通常１～２回／週） 

３月末利用

人数 
15 15 19 

サービスＡ 

（通常１回／週） 

３月末利用

人数 
27 24 25 

通所型サービス 

通所介護相当サービス 

（通常１～２回／週） 

３月末利用

人数 
57 66 52 

サービスＡ 

（通常１回／週） 

３月末利用

人数 
21 15 14 

生活支援 配食安否確認 

配食件数 1,388 3,234 3,657 

利用対象 

人数 
13 24 30 

町資料 

 

（２）一般介護予防事業 

一般介護予防事業は、通いの場への参加者が増えています。 

 

図表 一般介護予防事業 

事業名 単位 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

通いの場 

講師登録団体数 

（講師人数） 

13 

(29) 

17 

(36) 

17 

(36) 

設置数 16 17 21 

参加延人員 1,044 3,507 4,506 

地区介護予防教室（年２回） 
参加人数 629 197 212 

実施地区数 23 9 9 

地域リハビリテーション活動支援 延人数 3 7 0 

町資料 
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（３）介護者支援 

介護者支援事業の状況は以下のとおりです。令和元年度は、認知症サポーター養成

講座を１回増やしたほか、認知症初期集中支援の利用者も増えています。 

 

図表 介護者支援 

事業名 単位 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

家族介護教室 参加延人員 - - - 

介護用品支給 支給人員 9 10 21 

家族介護者交流 参加人員 - - - 

介護慰労金給付（障がい者含む） 支給人員 25(35) 26(36) 31(39) 

認知症サポーター養成講座 
開催回数 2 2 3 

受講人数 47 44 55 

認知症初期集中支援 利用人員 2 4 7 

町資料 
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３ 介護保険事業 

介護保険事業の実績の分析については、町の介護保険事業状況報告等の資料及び国の

見える化システムを利用しています。このうち見える化システムについては、12 月時点

の分析結果を記載しており、令和２年９月までの国、県、町の介護保険事業状況報告が

反映されています。 

（１）要支援・要介護認定者 

要支援・要介護度別認定者数は平成 28 年度から 30 年度にかけてやや減少していま

すが、令和元年度には 760 人となりやや増加しました。 

令和元年度末の要支援・要介護度別の認定者をみると、要介護２が最も多く、つい

で要介護１となっていますが、要介護２は平成 26 年度、27 年度の 200 人台から減少し

ています。一方で、要介護４、５の重度認定者は増加が見られ、要介護５は 92 人とな

っています。 

図表 要支援・要介護度別認定者数の推移 

（単位：人） 

 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 26 年度 26 80 129 206 121 84 82 728 

平成 27 年度 47 94 134 210 96 94 77 752 

平成 28 年度 49 104 157 180 102 90 72 754 

平成 29 年度 43 92 160 193 87 98 75 748 

平成 30 年度 36 91 155 184 93 103 84 746 

令 和 元 年 度 43 89 140 186 100 110 92 760 

町資料、各年度末３月 31 日現在 

令和元年度末（令和２年３月末）の要支援及び要介護度別の認定者の構成比を県と

比較すると、要介護１以下の軽度層で県より少なく、要介護２と要介護４、５の重度

層で県と比べ構成比が高いことがわかります。 

図表 要介護等認定者数の比較 

（単位：人、％） 

 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 43 89 140 186 100 110 92 760 

長野県 12,539 15,478 24,582 19,113 14,973 15,527 11,163 113,375 

構成比 
軽井沢町 5.7 11.7 18.4 24.5 13.1 14.5 12.1 100.0 

長野県 11.1 13.6 21.7 16.9 13.2 13.7 9.8 100.0 

町資料、令和元年度末現在 
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各年度末３月 31 日現在の第１号被保険者数と、認定者数から求められる認定率の動

向をみると、当町においては、長野県及び全国と比べて認定率が低く抑えられている

ことが分かります。近年全国的に介護予防対策の効果が表れてきており、過去の増加

傾向が横ばいに移りつつあると見られます。こうした中で当町の特徴を見ると、全体

としては低下傾向になっており、要介護３以下の軽・中度認定者では低下している一

方で、要介護４、５の重度認定者は横ばいからやや増加に転じています。こうした傾

向から施設利用者の増加につながっていると推測されます。 
 

図表 要支援・要介護認定率 

（単位：％） 
 軽・中度認定者 重度認定者 認定者計 

軽井沢町 長野県 全国 軽井沢町 長野県 全国 軽井沢町 長野県 全国 

平成27年度 9.7 13.5 14.3 2.9 4.2 4.0 12.6 17.7 18.3 

平成28年度 9.7 13.3 14.4 2.6 4.2 4.0 12.3 17.5 18.4 

平成29年度 9.1 13.3 14.0 2.8 4.1 4.0 11.9 17.4 18.4 

平成30年度 8.7 13.3 14.7 2.9 4.1 4.0 11.6 17.4 18.7 

令和元年度 8.5 13.3 14.8 3.1 4.1 4.0 11.6 17.4 18.8 

各年度末３月 31 日現在：介護保険事業状況報告月報 

軽・中度：要介護３以下、重度：要介護４、５ 
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16.0

18.0

20.0

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

軽井沢町 長野県 全国

（単位；％） 要支援・要介護認定率の推移 
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（２）介護保険サービスの利用者数 

各サービスの利用者数をみると、各サービスとも増加傾向にあることが分かります

が、特に施設サービスの利用者数が増加していることが分かります。 

なお、平成 29 年度より居宅（介護予防）サービスについては、介護予防事業の一部

が予防給付から外れ、地域支援事業の総合事業に移行しているため、予防給付が減少

しています。しかし、その後は横ばいとなっています。 

 

図表 介護保険サービス利用者数 

（単位：人） 

 居宅（介護予防）

サービス 

地域密着型（介護

予防）サービス 

施設サービス 
計 

平成 27 年度 551 67 99 717 

平成 28 年度 550 87 96 733 

平成 29 年度 519 81 110 710 

平成 30 年度 534 91 124 749 

令和元年度 545 93 128 766 

各年度末現在 

 
各サービスの利用者数を長野県と比較してみると、居宅（介護予防）サービスで高

く、地域密着型（介護予防）サービスで低いことから、今後さらに地域密着型（介護

予防）サービスの充実が求められます。 

また、施設サービスについては県水準よりやや低い水準にあります。 

 

図表 介護保険サービス利用者内訳の比較 

（単位：人、％）   

 居宅（介護予防）

サービス 

地域密着型（介護

予防）サービス 

施設サービス 
計 

実数 
軽井沢町 545 93 128 766 

長野県 70,012 18,668 19,736 108,416 

構成比 
軽井沢町 71.2 12.1 16.7 100.0 

長野県 64.6 17.2 18.2 100.0 

町資料、県：介護保険事業状況報告、令和元年度末現在 
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見える化システムにより受給者一人当たり利用日数回数をみると、以下のとおりと

なっています。通所介護は月当たり 9.7 日、短期入所生活介護は月当たり 9.9 日とな

っています。各サービスとも月 5～8回程度の利用となっており、概ね週１回程度の利

用となっています。 
 

図表 受給者一人当たり利用日数回数 

（単位：回、日） 

サービス 回数・日数 

訪問介護 32.9 

訪問入浴介護 4.6 

訪問看護 6.0 

訪問リハビリテーション 8.4 

通所介護 9.7 

通所リハビリテーション 6.5 

短期入所生活介護 9.9 

短期入所療養介護 7.8 

地域密着型通所介護 8.0 

資料：見える化システム 

 

また、見える化システムにより、認定者のうち在宅・居住系サービスの利用者につ

いて利用率を国・県と比較してみると、全体としては認定者の 77.2％となっており、

４人に３人の割合となっています。国と比べやや低い水準にありますが、県とは同程

度の利用率となっています。介護度別では中度の要介護１・２ではほぼ国・県の水準

となっていますが、要介護４で県よりやや多く、要介護５では低くなっています。 
 

図表 在宅・居住系サービス利用者割合 

（単位：％） 

 全国 長野県 軽井沢町 

要支援１ 100.0 100.0 100.0 

要支援２ 100.0 100.0 100.0 

要介護１ 95.4 95.3 95.1 

要介護２ 91.3 90.0 91.3 

要介護３ 70.5 67.1 66.9 

要介護４ 52.6 48.9 57.3 

要介護５ 46.6 41.0 35.3 

認定者数計 79.6 77.1 77.2 

資料：見える化システム  
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（３）介護保険サービスの施設と定員 

町内の各施設・サービスの定員は以下のとおりです。介護老人保健施設は 70 人、地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が 29 人、認知症対応型共同生活介護が 24

人です。通所系は通所介護が 120 人、地域密着型通所介護が 10 人、小規模多機能型居

宅介護の通いが 4人となっています。 

 

図表 施設等サービス定員 

（単位：人） 

施設・サービス名 定員 

施設サービス 
介護老人保健施設 70 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 29 

居住系サービス 認知症対応型共同生活介護 24 

通所系サービス 

通所介護 120 

地域密着型通所介護 10 

小規模多機能型居宅介護（通い） 4 

資料：見える化システム 

 

（４）居宅（介護予防）サービス受給者 

居宅（介護予防）サービスの受給者数は、令和元年度末には 545 人となっています。

認定者数と同様に要介護４、５の重度層の利用がやや増えています。最も多いのは要

介護２の 163 人で、次いで要介護１の 123 人が続いています。 

 

図表 居宅（介護予防）サービス受給者数 

（単位：人） 

 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 26 年度 20 68 93 176 82 36 31 506 

平成 27 年度 38 78 112 170 79 44 30 551 

平成 28 年度 31 86 125 158 72 51 27 550 

平成 29 年度 24 62 123 168 58 54 30 519 

平成 30 年度 22 74 125 167 62 51 33 534 

令和元年度 31 74 123 163 59 62 33 545 

町資料：各年度末３月 31 日現在 
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主な居宅（介護予防）サービスの受給者数をみると、各サービスともに利用者はお

およそ横ばいとなっています。こうした中で短期入所生活介護と福祉用具貸与はやや

増えています。 

 

図表 主な居宅サービス利用者数 

（単位：人） 

 
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 27 年度 191 65 286 101 71 305 

平成 28 年度 184 69 260 101 76 292 

平成 29 年度 175 80 247 105 86 335 

平成 30 年度 166 75 218 106 86 352 

令和元年度 174 72 233 103 95 358 

町資料：各年月平均 

 
（５）地域密着型（介護予防）サービス受給者 

居宅（介護予防）サービスの受給者数は、令和元年度末には 93 人となっています。

おおむね、毎年、受給者数は増加傾向となっています。 

なお、地域密着型通所介護が平成 27 年度より開始されたことから、利用者が急増し

ています。 

 

図表 地域密着型（介護予防）サービス受給者数 

（単位：人） 

 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 26 年度 0 0 3 5 4 9 1 22 

平成 27 年度 1 1 5 11 22 16 9 65 

平成 28 年度 3 2 5 13 15 15 14 67 

平成 29 年度 1 1 12 20 23 16 14 87 

平成 30 年度 0 1 27 14 19 18 12 91 

令和元年度 0 1 23 18 16 21 14 93 

町資料：各年度末３月 31 日現在 
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（６）施設サービス受給者 

施設サービスの受給者数は、令和元年度末には 128 人となっています。内訳は介護

老人福祉施設が 75 人、介護老人保健施設が 43 人、介護療養型医療施設が 10 人となっ

ています。 

なお、この他に地域密着型サービスとして、入所定員 29 人の地域密着型介護老人福

祉施設やグループホームも利用されています。 

 

図表 施設入所者数 

（単位：人） 
 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 26 年度 62 40 6 108 

平成 27 年度 60 34 5 99 

平成 28 年度 50 40 6 96 

平成 29 年度 65 38 7 110 

平成 30 年度 73 42 9 124 

令和元年度 75 43 10 128 

町資料：各年度末現在 

 
 

（７）介護給付費等 

介護保険の給付費は、令和元年度には 13 憶 9 千万円ほどとなっています。平成 27

年、28 年はやや減少しましたが、その後増加に転じています。 

 
図表 介護給付費等の推移 

（単位：千円、％）             
 給付費合計 前年比 

平成 27 年度 1,221,547 98.4 

平成 28 年度 1,217,374 99.7 

平成 29 年度 1,255,204 103.1 

平成 30 年度 1,305,389 104.0 

令和元年度 1,387,884 106.3 

町資料 
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各サービスの介護保険給付費の内訳をみると、居宅（介護予防）サービスは約７億

円で、給付費全体のおよそ半数（51.1％）を占めています。また、地域密着型（介護

予防）サービスが２億２千万円で 15.8％、施設サービスが３億８千万円で 27.5％とな

っています。 

さらに、高額介護サービス費等の他の給付費が約７千８百万円となっています。 

 
図表 介護給付費の内訳（令和元年度） 

（単位：千円、％） 

 居宅（介護予防） 

サービス 

地域密着型（介護予

防）サービス 

施設 

サービス 

その他高額

介護サービ

ス給付費等 

合 計 

予防給付 介護給付 予防給付 介護給付 

介護給付費 32,713 676,928 989 218,762 
380,588 77,904 1,387,884 

介護給付費（計） 709,641 219,751 

割 合 51.1 15.8 27.5 5.6 100.0 

町資料 

 

第１号被保険者 1 人当たりの給付月額について、見える化システムによって国・県

と比較してみると、当町においては、各要支援・要介護度において国・県より低い水

準にあります。在宅・居住系サービスの利用率は、大きな差が見られなかったことか

ら、利用回数が少ないことが考えられます。 

 

図表 第１号被保険者１人当たり給付月額 

（単位：円） 

 全国 長野県 軽井沢町 

要支援１ 188 152 74 

要支援２ 401 387 299 

要介護１ 3,263 3,424 2,231 

要介護２ 4,110 3,944 3,826 

要介護３ 4,833 4,697 3,033 

要介護４ 5,276 5,753 3,740 

要介護５ 4,243 4,541 3,952 

認定者数計 22,315 22,899 17,155 

資料：見える化システム 
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（８）介護保険事業特別会計 

介護保険事業全体の経費をみると、令和元年度には 15 億 5 千万円ほどとなっていま

す。前年との比較をみると、保険給付費はやや増加となり、地域支援事業費はやや減

少となり、全体としてはおおむね横ばいとなっています。 

 

図表 介護保険事業特別会計（歳出） 

（単位：千円、％） 

区 分 平成30年度 令和元年度 前年比 備 考 

総務費 39,601 40,921 103.3 
保険料徴収費、介護認定審査会費、趣旨

普及費他 

保険給付費 1,305,389 1,387,884 106.3 介護（予防）サービス費 

地域支援事業費 96,805 92,913 96.0 
介護予防・日常生活支援事業費、包括支

援センター運営費他 

保健福祉事業費 - 3,489 - 

保険者機能強化推進交付金を財源とし

た家族介護支援事業・配食サービス補助

事業 

基金積立金 50,079 20,132 40.2 介護保険基金 

諸支出金 20,193 4,498 22.3 還付金及び償還金 

合計 1,512,067 1,549,837 102.5  

町資料 

 

 

（９）介護保険料 

過去の標準保険料の推移をみると以下のとおりとなっています。現在第 7 期の標準

月額は第５段階の 4,800 円となっています。 

 

図表 保険料の推移 

 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７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 4,800 円 

町資料 
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第３節 アンケート結果 

１ 高齢者等実態調査の実施 

 

（１）アンケート調査の目的 

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定にあたり、高齢者の生活実態、介

護サービスの利用に関する実情・意向等を調査し、計画策定等に向けた基礎資料とし

ました。なお、本調査は国の日常生活圏域ニーズ調査項目と長野県独自の質問項目を

追加して、全県の保険者の一斉調査で行っており、国作成の「見える化」にデータを

入力することにより、県及び周辺市町村との比較を行うことを目的としています。 

 

（２）調査の状況 

本調査実施に係る実施方法を見ると以下の表のとおりとなっており、高齢者の令和

元年 10 月１日現在の状況や各種事業等への希望をたずねています。 

 

図表 アンケートの実施方法 

 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、年齢等を考慮し抽出） 

調査方法 郵送法 郵送法 

調査基点 令和元年 10 月 1 日時点 令和元年 10 月 1 日時点 

調査時期 令和元年 12 月 令和元年 12 月 

配布数 
533 件（令和２年度） 

508 件（平成 29 年度） 

200 件（令和２年度） 

200 件（平成 29 年度） 

回答数 
令和２年度  257 件（回収率 48.22％） 

平成 29 年度 279 件（回収率 54.09％） 

令和２年度 140 件（回収率 70.00％） 

平成 29 年度 115 件（回収率 57.05％） 
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２ 高齢者等実態調査の概要 

 

（１）高齢者の日常生活動作（ＡＤＬ） 

高齢者の日常生活動作について、元気老人調査と居宅の認定者調査の結果を比較し

てみると、「階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているか」、「椅子に座った状態から

何もつかまらずに立ち上がっているか」、「15 分位続けて歩いているか」の各問で「で

きない」という人が元気高齢者では１割前後であるのに対し、認定者になると７割を

超え大多数となっています。 

 

図表 高齢者の日常生活動作（ＡＤＬ） 

 

 

 

6.6 

60.8 

7.5 

20.8 

82.2 

12.5 

3.7 

5.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

認定者

元気

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているか

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

15.9 

76.7 

5.6 

12.5 

75.7 

7.5 

2.8 

3.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

認定者

元気

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているか

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

（単位：％）

17.3 

77.5 

8.9 

15.8 

70.1 

4.2 

3.7 

2.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

認定者

元気

15分位続けて歩いているか

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

（単位：％）

（単位：％） 
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「過去１年間に転んだ経験があるか」と「転倒に対する不安は大きいか」という問

いでも過去１年間で何度も転倒した人は、元気高齢者の 9.2％から認定者になると

38.8％に増加するなど増えており、認定者の大多数が「やや不安である」または「と

ても不安」と回答しています。 

 

図表 高齢者の日常生活動作（ＡＤＬ）続き 

 

 

 

 

  

32.2 

67.5 

26.2 

20.0 

38.8 

9.2 

2.8 

3.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

認定者

元気

過去１年間に転んだ経験があるか

ない １度ある 何度もある 無回答

（単位：％）

1.9 

32.5 

4.7 

19.2 

33.6 

33.3 

57.9 

12.5 

1.9 

2.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

認定者

元気

転倒に対する不安は大きいか

不安でない あまり不安でない やや不安である

とても不安 無回答

（単位：％）
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外出についてみると、「週１回以上は外出しているか」では「ほとんど外出しない」

人が認定者で 30.8％と３割を占め高い回答が見られます。また、昨年と比べ外出の回

数が減っている人が認定者で増えており、外出を控えている人も元気高齢者が 15.8％

であるのに対し、認定者では 60.7％と急増しています。 

 

図表 高齢者の日常生活動作（ＡＤＬ）続き 

 

 

 

 

 

8.4 

44.2 

44.9 

33.3 

14.0 

15.8 

30.8 

5.8 

1.9 

0.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

認定者

元気

週に１回以上は外出しているか

週５回以上 週２～４回 週１回

ほとんど外出しない 無回答

（単位：％）

17.3 

45.0 

27.6 

32.5 

33.2 

17.5 

18.2 

3.3 

3.7 

1.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

認定者

元気

昨年と比べて外出の回数が減っているか

減っていない あまり減っていない 減っている

とても減っている 無回答

（単位：％）

35.1 

79.2 

60.7 

15.8 

4.2 

5.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

認定者

元気

外出を控えているか

いいえ はい 無回答

（単位：％）
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（２）認定者の手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ） 

 

要支援・要介護認定者について、日常生活の中で、より高度な運動や記憶力を必要

とされる動作について、どれだけ独力でできるかを図るための指標となる、手段的日

常生活動作についてみると、５項目の質問のすべてで「できない」という人が６割を

超える高い回答となりました。この中では「バスや電車、自家用車で一人で外出して

いる」では「できない」が 84.1％を占めています。「自分で食品・日用品の買い物をし

ているか」でも「できない」が 74.8％を占めており、外出が難しいことがわかります。 

 

図表 認定者の手段的日常生活動作（毎日の生活） 

 

 

 

また、書類の記入や相談、趣味などの各動作についてみると、できる（はい）人が

できない（いいえ）人より多い項目は「健康についての記事や番組に関心があるか」

と「若い人に自分から話しかけることがあるか」の２項目だけで、他の８項目ではで

きない（いいえ）人の方が多くなっています。特に「友人の家を訪ねているか」では

できない（いいえ）人が 87.9％と大多数となっているほか、「病人を見舞うことはでき

るか」でも 69.6％と前の問と同様に外出にかかわる行動に問題があることがわかりま

す。また、「年金などの書類が書けるか」も、できない（いいえ）人が 71.0％を占め、

高い回答率となっています。 

 

 

  

17.8 

17.8 

15.0 

7.5 

5.6 

14.0 

11.7 

10.3 

13.6 

6.5 

64.0 

66.8 

70.6 

74.8 

84.1 

4.2 

3.7 

4.1 

4.1 

3.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自分で請求書の支払いをしているか

預貯金の出し入れをしているか

自分で食事の用意をしているか

自分で食品・日用品の買い物をしているか

バスや電車、自家用車で一人で外出しているか

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

（単位：％）
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図表 認定者の手段的日常生活動作（書類の記入や相談、趣味など） 

 

 

 

  

8.4 

24.8 

25.2 

27.6 

28.0 

32.7 

37.4 

48.1 

50.9 

54.7 

87.9 

69.6 

71.0 

63.1 

66.4 
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58.4 

48.6 

44.4 

42.0 

3.7 

5.6 

3.8 

9.3 

5.6 

6.6 

4.2 

3.3 

4.7 

3.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

友人の家を訪ねているか

病人を見舞うことはできるか

年金などの書類が書けるか

生きがいはあるか

家族や友人の相談にのっているか

趣味はあるか

本や雑誌を読んでいるか

新聞を読んでいるか

若い人に自分から話しかけることがあるか

健康についての記事や番組に関心があるか

はい いいえ 無回答

（単位：％）
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（３）元気高齢者調査 

 

① 支援が必要になった時、地域の人にしてほしい支援 

最も多いのは「雪かき」が 37.5％で、次いで「庭の手入れ、草取り」が 36.7％、

「買い物」と「ごみ出し」がそれぞれ 33.3％、「急病など緊急時の手助け」が 32.5％、

「外出の際の移動手段」が 31.7％で３割を超えており、上位にあげられています。 

一方で「通院などの付き添い」は 15.0％,「安否確認等の定期的な声かけ・見守り」

は 14.2％で 7 人に１人程度にとどまっています。 

 

  図表 元気高齢者調査：支援が必要になった時、地域の人にしてほしい支援 

（複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ n:回答者数（複数回答 以下、同様） 

 

  



第２章 ⾼齢者を取り巻く状況 

32 

② 参加してみたい介護予防事業 

最も多いのは「運動機能向上のための教室」が 41.7％であり、他の選択肢に比べ

て特に回答率が高く、動けなくなることへの警戒感が高いことが分かります。次いで

「趣味活動やゲームなどを行う教室」が 23.3％、「健康のための料理教室や調理実習」

が 20.0％となっています。一方で「参加してみたいことは特にない」は 38.3％です。 

 
 

 図表 元気高齢者調査：元気高齢者が参加してみたい介護予防事業（複数回答） 
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③ 認知症になっても安心して暮らすために充実すべきこと 

認知症になった場合に望むことでは、「認知症の受診、治療ができる病院・診療所」

が 45.8％、「緊急時に対応できる病院、診療所、施設」が 42.5％、「専門相談窓口」

が 40.8％、「入所できる施設」が 40.0％で、それぞれ４割を超える高い回答率となっ

ており、病院、施設への期待と相談窓口への希望が高くなっています。 

 

図表 元気高齢者調査：認知症になっても安心して暮らすために充実すべきこと 

（複数回答） 
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④ 介護や高齢者に必要な施策 

通所・訪問系のサービスでは、「自宅での生活が継続できるよう、訪問介護・訪問

看護・訪問リハビリなどの訪問系在宅サービスの充実」が最も多く 41.7％、「自宅で

の生活が継続できるよう、通所介護（デイサービス）・通所リハビリ（デイケア）な

どの通所系在宅サービスの充実」が 36.7％、「自宅での生活が継続できるよう、24

時間対応の在宅（訪問介護・訪問看護）サービスの充実」が 31.7％など高い回答が

見られます。 

また、施設サービスでも「29 人以下の特別養護老人ホームや認知症グループホー

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」が

40.0％、「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」が 38.3％など上位にあげられています。 
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図表 元気高齢者調査：介護や高齢者に必要な施策（複数回答） 
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（４）居宅要介護・要支援認定者等調査 

 
① 相談相手 

認定者の相談相手は「ケアマネジャー」が 69.6％と７割を占め、最も多くなって

います。また、「医師・歯科医師・看護師」が 29.4％、「地域包括支援センター・役

所・役場」が 18.7％、「社会福祉協議会、民生委員」が 16.8％となっています。 

  

 

 

図表 居宅の要支援・要介護認定者調査：相談相手（複数回答） 
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② 地域の人にしてほしい支援 

「急病など緊急時の手助け」が 42.5％と最も多く、「雪かき」が 39.3％、「外出時

の移動手段」が 37.9％、「買い物」が 32.2％で上位となっています。 

一方で「通院などの付き添い」は 27.6％,「安否確認等の定期的な声かけ・見守り」

は 18.7％となっており、「災害時の手助け」も 29.0％と高い回答が見られます。 

 

 

図表 居宅の要支援・要介護認定者調査：地域の人にしてほしい支援（複数回答） 
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③ 地域包括支援センターに希望する事業 

地域包括支援センターに希望する事業では「病院や施設の入退院（所）に関する相

談」が 29.0％と「高齢者の一般的な相談」が 27.1%と多く、次いで「高齢者宅への訪

問等による実態把握」が 20.1％となっています。 

 

 

 

 

図表 居宅の要支援・要介護認定者調査：地域包括支援センターに希望する事業 

（複数回答） 
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④ 認知症対策 

認知症になっても安心して暮らせるために充実してほしいことでは、「入所できる

施設」が 55.1％と半数を超える高い回答が見られます。第２位は「緊急時に対応で

きる病院・診療所、施設」が 45.8％、「認知症の受診・治療ができる病院・診療所」

が 42.5％と続き、上位は施設の整備に関心が集まっています。 

他のサービスでは「専門相談窓口」「認知症の人が利用できる在宅サービス」がそ

れぞれ 35.0％となっています。 

 

図表 居宅の要支援・要介護認定者調査：希望する認知症対策（複数回答） 
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⑤ 現在、主な介護・介助者の方が行っている介護は何ですか。 

「外出の付き添い、送迎等」と「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」とが 78.3％、

「食事の準備（調理等）」が 76.0％、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」が 75.2％

と４分の３以上の大多数の人の回答が見られます。また、「服薬の管理」が 60.5％、

「服薬」が 50.4％と服薬に関する回答が、半数を超える高い回答となっています。

また、「医療面の対応」以外は各選択肢とも回答率が２割を超えており、介護をして

いる人の負担は大きいことが分かります。 

 

 

図表 居宅の要支援・要介護認定者調査：主な介護・介助者が行っている介護 

（複数回答） 
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⑥ 希望する施設や住まい 

「住み慣れた地域や自宅近くで常時介護が受けられ、小規模の個室の施設」が

29.0％と最も多く、「常時介護が受けられる大規模な施設で、少人数ごとに個室の施

設」が 9.3％、「高齢者が介護を受けながら生活する小規模施設」が 6.1％などとなっ

ています。 

一方で、「特にない（施設や住まいの形態は問わない）」は 16.4％となっています。 
 

図表 居宅の要支援・要介護認定者調査：希望する施設や住まい（複数回答） 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

第１節 計画策定にあたっての課題 

第８期計画策定にあたって、実施したアンケートの結果、給付分析及び各事業の見直

し評価により、抽出される計画課題は以下のような点があげられます。こうした点を踏

まえ、国から示されている新たな方針に沿って基本的な考え方を定めることとします。 

 

１ アンケート結果から 

・アンケート結果は概ね第７期の調査と同様な結果となりました。 

・全体としては例えば雪かきや草取りに手助けが必要だというように身近な課題に対

する期待が高くなっています。 

・介護保険においても大規模な施設よりも訪問介護、訪問看護等の訪問系のサービス

や地域密着型の小規模施設が望まれているのが特徴と見られます。 

・認定者の家族が外出に手を取られている一方で、友人の家を訪ねている人が１割に

満たないなど、交流機会が大きく減少している様子も見られます。 

・老後に対する不安も身体の衰えだけでなく、認知症への不安も多く、入所施設や病

院、診療所等の希望も多く見られます。 

 

２ 人口の見通し及び給付分析から 

①人口の見通し 

・全国的に少子高齢化が進んでおり、当町においても同様となっていますが、人口は

横ばいで推移しています。 

・団塊の世代が今後 75 歳に達する見込みであることから、前期高齢者がやや減少する

一方で後期高齢者は急激に増加することが予想されます。 

②介護保険の給付の状況 

・認定者数は第８期期間では大きな増加は予想されないものの、2025 年及び 2040 年の

推計では後期高齢者を中心に高齢者数はさらに増加するものと見られます。 

・介護保険事業の給付については、全国と比較しても低い水準にあり、保険料も比較

的低く抑えられています。 

・現在までの健康増進、介護予防施策の取組もあり、認定率（認定者数／65 歳以上人

口）も国・県と比べて低くおさえられています。 

・サービスの提供体制も概ね、充足していると見られますが、課題として、最近は施

設利用と高額介護経費が伸びているようです。 

・介護療養型医療施設の介護医療院への転換が喫緊の課題となっています。 

第３章 計画の基本的な考え方 
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・介護保険事業所等において、人材確保が課題となりつつあり、将来的にはさらに人材

不足が進む可能性があります。 

・以上の分析から現時点では、第７期の保険料基準額で運営が可能と推定されます。 

 

３ 第７期計画の事業評価から 

①健康づくり、介護予防 

・健康診査については、信州大学との協力により軽井沢健診を開始しています。 

・介護予防の通いの場は、定期的に実施され、参加者も固定化してきています。現在

参加されている方は引き続き参加していただき、今後は新規参加者及び実施回数の

増加が課題となっています。そのため、退職者や 65 歳の節目にボランティアや教室

の周知を図っていきたいと考えています。 

・通いの場の実施については、担い手の確保が前提となっており、新たな担い手の確

保や世代交代が課題となっています。 

・介護予防と健康増進部門との連携がさらに求められています。 

・介護予防教室の回数の増加や農繁期などの実施も課題となっています。 

・民生委員との連携によって困っている高齢者の把握に努めています。最近は、より

困難なケースが増えており、さらなる対応が必要となってきています。 

②リハビリテーション、認知症対策 

・リハビリテーションについては、個別の事例について、関わりのあるリハビリ職員

への連携依頼で概ね対応できています。 

・今後については、地域ケア会議での活用を検討中です。 

・認知症対策は進んできましたが、医師との連携が不十分と見られます。 

・認知症に対する正しい理解が必要です。幼少期からの教育も必要と考えられていま

す。 

・認知症に対する医師の取組や理解度に大きな差があります。町内の医師にはサポー

ト医を受けて欲しいと考えています。 

・介護保険事業で対応できない認知症対策のサービスが必要と見られます。 

③福祉事業 

・緊急通報装置の設置について、通報協力者の確保が難しい状況にあります。 

・交流事業については、今後さらに充実していく必要があります。対象者へのアプロ

ーチが課題となっています。 

・地域包括支援センターにおける人材が充足しているとはいえない状況となっていま

す。 

・一人暮らし高齢者等に対する見守り対策は、効果をあげてきていますが、事業を受

けてくれるところが社会福祉協議会だけとなっており、受け手の確保が課題となっ

ています。また、安心コールによって早期の対応が可能となっています。 
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・相談事業のうち地域包括支援センターにおける総合相談がマンパワー不足によりサ

ービスが不足しています。現在、ネットワークづくりに努めています。 

・家族介護者が集まり、ともに相談し、支援しあえる場が減少し、個別対応へと変化

しています。社会福祉協議会も教室を開催できていないので、再度対応を検討する

べきではないかと考えています。 

・家族介護用品の支給事業は利用者が少ないのが現状です。 

・地域ケア会議については、今後定期開催を目指していく必要があります。 

④住民参加、ボランティア 

・生活支援や介護予防のための協議会が設置できました。今後の活動が期待されます。 

・福祉や住民同士の助け合いのためには、ボランティアの確保が求められます。 

⑤医療と介護の連携 

・医療と介護の連携は進んでおり、医療との連携は図りやすくなっています。 

・北佐久圏域医療対策協議会の会議には参加しており、連携を深めています。 

・一方、医療だけでなく、保健・介護分野での情報共有を目指し、鶴岡市医師会作成

の「Net4U」の活用を目指していますが、病院によっては導入したがらないところも

あり、難しい状況にあります。 

・地域包括ケアシステムの構築状況として、地域包括支援センターが中核機関となり、

医療と介護の連携、生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加について構築され

ていますが、さらなる整備が求められます。 

⑥生活安全 

・防犯対策については、啓発活動を実施しています。 

・運転免許証の免許返納制度について周知を行っています。 

・公共交通機関の充実については、町内循環バス路線の維持など計画どおり実施中で

す。 

・防災対策では、避難行動要支援者名簿を整備しています。マップの整備や個別計画、

避難者連絡カードの作成も進めています。 

 

 

４ 第７期重点施策のＰＤＣＡサイクル評価から 

①介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

介護予防・日常生活支援事業としての「通いの場」は、順次整備が進められ、22

か所の整備ができましたが、一部地域では未整備となっています。事業の効果も表れ

てきており、さらに充実していく必要があります。今後、参加者の担い手としての活

動を強化し、相談機能や近所の困りごと解決など、その機能を拡大していくことが求

められています。 



第 3 章 計画の基本的な考え⽅ 

45 

②在宅医療と介護連携の推進 

在宅医療と介護連携のために各種協議会との連携を進めてきましたが、会議の結果

を地域に反映することが不十分な状況にあります。 

③認知症施策の推進 

認知症サポーターの養成は十分にやってきましたが、その活用が十分とはいえませ

ん。啓発活動は引き続き実施する必要があり、住民の認知症に対する理解が求められ

ます。認知症になっても、地域の中で安心して暮らせるように、見守り体制の充実が

必要です。認知症カフェが、認知症の人の活躍の場としてその役割を果たしてきまし

たが、新型コロナウイルスの感染拡大により、活動を中断している状況にあります。

今後とも、認知症の人が参加できる活躍の場の整備が求められています。 

④元気高齢者の活動支援 

高齢者が元気でいるための特定健康診査等の受診率が伸び悩んでいます。受診率向

上のための啓発活動が必要です。介護状態に陥らないための日常のケアや活動が必要

となりますが、町には豊かな自然や多様な施設もあり、町民の活動は活発に行われて

いることから、自ら積極的に動く町民は多いように見られます。今後、こうした活動

の場を「通いの場」など福祉や健康づくりの場へ導くための方策が必要になってくる

ように見られます。 

⑤家族等介護者への支援 

人と人との交流が円滑に進んでいれば、家族支援も進むと見られますが、家族同士

の交流などが十分に行われていません。「通いの場」への参加など、同じ境遇の家族

支援者の参加・交流の促進や困りごとに対する窓口整備も必要です。 

⑥生活支援体制整備事業 

外出支援事業は進めていますが、さらなる生活支援の仕組みづくりが必要です。困

っている人の問題を明らかにし、必要なサービスが提供できる体制整備をさらに進め

ていく必要があります。 
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第２節 基本理念と基本目標 

 

１ 基本理念 

アンケート調査による高齢者のニーズをみると介護・保健・医療・福祉などの公助と

ともに、雪かき、外出時の支援、買い物、ゴミ出しなど共助を求める意見も多く見られ

ます。国においては、「地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し共生す

る地域社会の実現」を目指しており、住民がそれぞれの立場で、無理なく社会活動に参

加し、相互の助け合いを進める地域社会の形成を進めていく必要があります。 

こうした考え方から、前計画からの基本理念をそのままに、サブタイトルとして「み

んなで参加、身近な助け合い、できる範囲で少しずつ」を追加し、地域共生と社会参加

を目指します。 

また、高齢者自身が、高齢期を心豊かに、そして健やかに暮らせるためには、尊厳を

もって、その能力を生かして社会参加できるとともに、必要な場合には保健・福祉・介

護・医療等の行政サービスがいつでも受けられることが必要です。そのためには各部門

の連携をさらに強化し、従来の包括的支援体制の充実を目指す重層的支援体制への移行、

整備を目指していく必要があります。 

こうした考え方から次のとおり設定することとします。 

 

 

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 

〜 みんなで参加、⾝近な助け合い、できる範囲で少しずつ 〜 
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２ 基本目標 

この基本理念を基に以下の５つの基本目標を設定することとします。 

 

 
 

高齢者が地域社会の中で自身の生きがいを見い出し、尊厳を持って暮らしていけるよ

うにするためには、希望に応じた働く場があり、趣味や学ぶ機会が与えられることが重

要です。さらに地域貢献としてボランティア活動にも参加して地域の一員として暮らし

ていくことが望まれます。こうした社会の形成を目指し、地域共生社会の構築を目指し、

高齢者だけでなく障がい者や認知症の人も含めて町民みんなが参加できるまちづくりを

目指します。 

 

 

 

高齢者が心身ともに健やかに健康寿命を延ばすために、町が提供している保健・福祉・

介護・医療の各サービスについて、その内容の充実を図るとともに、制度の境目を気に

することなく利用できる体制づくりを進めます。 

 

 

 

地域福祉体制と介護保険の地域支援事業を中心に事業の充実を図り、行政だけでなく、

介護保険事業者、社会福祉協議会等の関係機関及び住民の参加による全町的な受け入れ

体制の構築を目指し、将来的に重層的支援体制の整備を目指します。また、必要に応じ

て既存施設の更新など、快適な施設整備に努めます。 

 

 

 

高齢者や障がい者だけでなく、すべての町民が安全・安心でストレスなく暮らせるよ

うに、町内各種施設のバリアフリー化と環境整備に努めるとともに、消防・防災対策、

防犯・交通安全対策の充実に努めます。また、新型コロナ対策で始まった新しい生活様

式への転換にも努めます。 

 

 

 

介護保険事業については、引き続き適正な事業運営に努め、適切な認定と必要なサー

ビスの提供に努めていきます。 

 

基本⽬標 １ 地域共⽣と参加を基本とするまち 

基本⽬標 ２ ⼼⾝ともに健やかに健康寿命を延ばすまち 

基本⽬標 ３ いつでも誰でも必要なサービスが受けられるまち 

基本⽬標 ４ 安全・安⼼で、ストレスのない暮らし 

基本⽬標 ５ 介護保険事業の円滑な運営 
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第３節 施策の体系 

基本理念を基に各施策の体系を次のように設定します。 

 

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 

〜 みんなで参加、⾝近な助け合い、できる範囲で少しずつ 〜 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

〜 みんなで参加、⾝近な助け合い、できる範囲で少しずつ 〜 

・地域共生社会の構築  ・雇用と就労 

・社会参加の促進    ・生涯学習とスポーツ 

・疾病予防       ・認知症対策 

・健康増進       ・地域医療体制 

・介護予防事業 

・地域福祉の推進と重層的支援体制整備 

・生活支援サービス（総合事業） 

・家族介護支援事業（任意事業） 

・包括的支援事業      ・拠点整備 

・生活環境の向上 ・防犯 ・交通安全対策 

・防災体制・感染症対策  ・新しい日常様式への転換 

・事業量と介護保険会計 

・介護保険事業の円滑な運営 

基本⽬標５ 介護保険事業の円滑な運営（第５章） 

基本⽬標１ 地域共⽣と参加を基本とするまち 

基本⽬標２ ⼼⾝ともに健やかに健康寿命を延ばすまち 

基本⽬標３ いつでも誰でも必要なサービスが受けられるまち 

基本⽬標４ 安全・安⼼で、ストレスのない暮らし 
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第４章 高齢者施策の推進 

 

第１節 地域共生と参加を基本とするまち 

 

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担い手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。 

 

１ 地域共生社会の構築 

第８期の介護保険事業計画においては、社会福祉法等の改正などにより、地域共生社

会の実現が求められています。地域福祉にとどまらず、介護保険事業や認知症対策など

幅広い分野への普及が必要となるため、担当課だけでなく、全庁的な対応や関係機関、

住民との連携が必要となります。 

 

施策・事業 内 容 

地域共生社会に

関する啓発活動 

地域共生社会と住民参加について、町民に対し理解を求めるため啓発

活動を充実し、ボランティア等への参加を促し、町民の生活上の問題点

に気づき、福祉や介護等の必要なサービスにつなげる体制づくりに努め

ます。 

地域共生社会の

構築 

地域社会において、地域生活の多様な課題に気づき、適切な対応がで

きるように、地域住民の参加を促し、地域社会から孤立する住民をなく

すよう、地域の体制の整備に努めます。また、要支援・要介護状態にな

った人だけでなく、認知症や障がい者に対しても、それぞれの能力に応

じて社会参加ができるよう環境整備にも努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 高齢者施策の推進 
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２ 社会参加の促進 

高齢期における社会参加を促進し、健康と生きがいのある社会生活を支援していきます。

さらに、障がい者や認知症に対しても、それぞれの経験や残された能力を生かして、ボラン

ティア等の社会参加の機会を整備するなど、すべての町民の参加を進める環境づくりに努め

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上で貢献できるよう、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。 

なお、認知症の高齢者や障がい者等の支援を必要とする町民についても

支援体制の整備により、社会参加の促進に努めます。 
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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、今後も地域における通いの場（交流の場）とし

ても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」が高齢者の生きがい、健康づ

くりと介護予防の拠点としての役割を果たすように、利用者の拡大を図りま

す。 

すこやかお出

かけ利用券支

給事業 

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の外出支援として、

町内及び近隣市町村の温泉施設や風越公園運動施設、町内循環バス、町内タ

クシーを利用できる利用券を支給します。 

若い世代への

啓発 

若い世代に対しても、高齢化社会への理解と、自らの高齢期を考え、必要

な準備ができるよう啓発活動を図ります。 

 

図表 介護分野への元気高齢者等の参入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省  
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３ 雇用と就労 

高齢者が生きがいをもって就労できるよう、相談事業やシルバー人材センター活動を

中心とした就労の場の提供を進めていきます。 

 

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

な就業機会の紹介と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、広報紙等を活用して、会員登録者の拡大

を図るとともに、受託業務の開発や事業の拡大、技能講習の実施等について

支援します。 
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４ 生涯学習とスポーツ 

高齢者が生きがいをもって社会参加ができるよう、生涯学習機会の充実を図ります。

また、健康づくりや生きがいづくりのため、高齢者スポーツへの参加の機会の提供を進

めていきます。 

 

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、スポーツを通した健康づくり活動に取り組

めるよう、関係各課や団体との連携によりスポーツ・レクリエーション活動

の振興に努めます。 
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第２節 心身ともに健やかに健康寿命を延ばすまち 

高齢者の保健対策は、老人保健法から健康増進法へ引き継がれ、生活習慣病対策とし

ての各種健診及び特定健康診査と特定保健指導を基本とするほか、介護状態にならない

ための介護予防としての保健対策を中心として実施してきました。近年では、平均余命

の延伸だけでなく、高齢期を健康で過ごせるように健康寿命の延長が大きな課題となっ

ており、心身ともに健康な暮らしを送れるような対策が求められています。 

町ではこうした視点を元に、健康増進計画「第２次健康かるいざわ 21」を策定し、各

種事業を実施しています。さらに、平成 19 年には保健福祉複合施設「木もれ陽の里」を

町民の健康増進の拠点として整備しています。 

 

１ 疾病予防 

疾病予防対策としては、特定健康診査と特定保健指導を基本として、各種がん検診及

び予防接種事業を行っています。 

今後、高齢者の生活の質の向上を目指し、医療や福祉との連携により糖尿病対策や自

殺防止対策などの新しい事業を実施していきます。 

 

施策・事業 内 容 

特定健康診査 

いきいき健診 

40 歳から 74 歳までの町国民健康保険加入者に特定健康診査を、75 歳以上

の後期高齢者医療保険加入者には、いきいき健診を実施しています。 

自らの健康を自ら守る実践の第一歩として健診を受ける必要性等を周知し

て受診勧奨を行い、受診率向上を図り生活習慣病を予防します。 

軽井沢健診 65 歳以上 90 歳未満の国民健康保険または後期高齢者医療保険加入者で、町

で実施する特定健診または、いきいき健診を受ける方のうち５年間継続して

健診を受けていただける方を対象に信州大学と共同で実施をしています。認

知症やフレイル（※）は健康寿命に大きく関わるとされており、これらに関

する健康状態を把握し予防に繋げます。 

※フレイル：健康な状態と要介護状態の中間位に位置し、身体機能や認知症機能の低下が見られる

ことの状態のことを指します。 

 適切な治療や予防を行うことで、要介護状態に進まずに済む可能性があります。 
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施策・事業 内 容 

特定保健指導 特定健康診査受診者全員に対して情報提供を行うほか、健診結果からメタ

ボリックシンドロームのリスクの数に応じ抽出・階層化（積極的支援・動機

付け支援）し、対象者に対し特定保健指導を実施します。 

実施にあたっては、保健師、管理栄養士による個別の保健指導を行うことに

より、その要因となっている生活習慣を改善し、生活習慣病予防に努めます。 

糖尿病性腎症

重症化予防 

特定健康診査の結果、糖尿病及び糖尿病性腎症に関する未受診者・受診中

断者及び糖尿病性腎症が重症化するリスクが高い受診患者（ハイリスク受診

者）を抽出し、対象者に対し、かかりつけ医と連携し、保健師・管理栄養士

による個別の保健指導を行い、糖尿病性腎症の重症化を予防し、腎不全や人

工透析への移行の防止に努めます。 

生活習慣病重

症化予防 

特定健康診査の結果、糖尿病性腎症以外の生活習慣病のリスクの高い方を

抽出し、対象者に対して、保健師・管理栄養士による個別の保健指導を行い、

その要因となっている生活習慣の改善を促し、生活習慣病予防を行います。 

自殺防止対策 保健、福祉、地域包括支援センターの協力により、町民、高齢者、要支援・

要介護認定者の心身の不安に寄り添うとともに、社会参加を促し、孤独・孤

立を防止することにより、誰も自殺に追い込まれることのない地域社会づく

りを進めます。 

また、対象者を支える支援者も併せて支援します。 

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

で実施し、女性特有のがん（乳がん、子宮頸がん）検診は、全額公費負担で

実施します。 

今後も受診しやすい体制と精度管理を行い、がんの早期発見に努めます。 

予防接種事業  主に 65 歳以上の高齢者を対象として、インフルエンザ予防接種を 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を対象として 定期

高齢者肺炎球菌予防接種を 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。 

定期接種の対象年齢に該当しない方で、過去に一度も接種したことがない

方には、上限 5,000 円で接種費用の２分の１の補助をします。 

 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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２ 健康増進 

健康づくり事業は、健康増進計画「第２次健康かるいざわ 21」に沿って事業を推進し

ています。啓発活動のほか、保健師や管理栄養士、食生活改善推進員等による健康教育

や人材の育成を進めています。 

 

施策・事業 内 容 

健康づくりの

啓発 

保健福祉複合施設「木もれ陽の里」を町民等の健康増進の拠点として運用

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ってい

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、運動指導者のスタッフを配置し、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運動等の指導にあたっています。 

今後も「木もれ陽の里」を拠点として、健康フォーラムの開催や保健事業

ガイドの配布、広報かるいざわ等を活用して、介護予防の視点に立ち、高齢

者の健康づくりフレイル予防のための正しい知識の普及・啓発に努めます。 

健康増進計画

の推進 

令和７年度を最終年度とする健康増進計画「第２次健康かるいざわ 21」に

おいて基本理念「安心して暮らせる健康福祉のまち」、基本目標「健康寿命

の延伸と健康格差の縮小」としてすべての町民が生涯を通じて健やかで心豊

かに生活できるよう「健康寿命」を延ばすことを目指します。 

高齢になっても介護を必要とせず、住み慣れた地域でできるだけ長く健康

でいきいきと生活を続けられるために、若年層からの健康づくりや介護予防

事業に取り組みます。 

健康づくり資

源の活用 

「木もれ陽の里」をはじめ、風越公園運動施設や町内の各種運動施設等の

地域資源を周知するとともに、豊かな自然を最大限に活かし、保健センター

が中心となり保健補導員や食生活改善推進員と共同して健康づくり活動を実

施します。地区公民館等に保健師や栄養士が健康教育に出向き、身近な活動

や啓発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自らが学習するとともに、地域での健康づ

くりの普及・啓発活動を行っています。また、組織活動により地域における

介護予防活動や健康づくり等のリーダーとして保健福祉行政の協力者の役割

を担っています。 

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。 

健康ボランテ

ィアの活用 

県との連携により、健康ボランティア等による学びを通じた実践的な生活

習慣病予防対策を推進します。 
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３ 介護予防事業 

高齢者が、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

にするため、介護予防が重要な事業となっています。やや生活に不自由を感じたり、疾

患の悪化等で、機能低下をおこすおそ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・維持に努めています。介護保険事業は、総合事業において 65 歳以上のすべ

ての方を対象とした「一般介護予防」として位置づけられています。 

また、心身の機能低下が進んだ虚弱老人等に対して、機能回復を目指して地域リハビ

リテーション活動支援事業を実施しています。 

 

施策・事業 内 容 

介護予防把握

事業 

地域で活動している各地区民生委員と連携し、閉じこもり等のなんらかの支

援を必要とする高齢者の早期把握に努めていきます。 

介護予防事業

の充実 

介護予防事業の充実を目指し、健康増進部門との連携を図り、高齢者の機能

低下の予防・維持に努めます。 

また、通いの場の場所、回数の増加を目指します。 

介護予防普及

啓発事業 

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成

及び配布、有識者等による講演会等の開催並びに運動教室等の介護予防教室（足

腰お達者教室）の充実を目指していきます。 

地域介護予防

活動支援事業 

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に

資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護予防に資する地

域活動を行う事業（地域の通いの場への指導者派遣）を実施していきます。ま

た、退職などにより 65 歳に達した者にボランティアや教室の周知を図ります。 

地域リハビリ

テーション活

動支援事業 

リハビリテーション専門職等が介護予防の取組を機能強化するために、通所、

訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等への助言等

を行うためにリハビリテーション専門職の派遣を行い、地域ケア会議での活用

を検討します。 

さらに、リハビリテーション専門職を補佐する町民や家族の参加を促します。 

一般介護予防

評価事業 

一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の

改善を図る事業を実施していきます。 

サ ル コ ペ ニ

ア・フレイル対

策・介護予防 

高齢者が健常な状態から、筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下していく

サルコペニア（※）の状態に進行させないために、栄養面や運動による予防対

策を促進します。また、生活習慣の改善や社会への参加を進め、サルコペニア

からフレイル（虚弱）に至らない取組を推進します。 

※サルコペニア：ギリシャ語の「筋肉」を表す“サルコ”と、「喪失」を表す“ペニア”を組み合わせ

た言葉で、筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下している状態のこと。 
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施策・事業 内 容 

医療との連携

による介護予

防の充実 

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の構成団体との連携を深め、日常の

療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取りなどについて連携体制を図り

ます。 

Net4U の活用 地域内の病院、診療所、訪問看護ステーション、薬局、介護事業所等が患

者等の情報を共有できるように、ヘルスケア・ソーシャルネットワーキング・

サービス（Net4U）の導入を進めます。 

 

図表 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 
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４ 認知症対策 

介護保険法では認知症対策について総合的な事業の推進が求められるようになりまし

た。町においても認知症施策総合推進戦略にしたがって認知症カフェなどの施策に取り

組んできました。今回認知症の定義も見直されるなど、認知症に関する施策が大きく変

わってきます。関係機関との連携とともに町民の積極的な参加を促し、全町的な取り組

みを進めます。 

 

施策・事業 内 容 

予防診断体制の

充実 

介護と医療、保健の各事業の連携により、新しい予防体制に対応した体制

の強化を図ります、①認知症の発症を遅らせたり、発症リスクを軽減したり

する（一次予防）。②早期発見・早期対応の実施（二次予防）。③機能維持や

ＢＰＳＤ（行動・心理症状）への予防・対応（三次予防）の各段階における

体制を整備していきます。 

認知症本人への

地域支援体制の

充実 

認知症患者への家族支援に加え、認知症本人への支援を進めるため、認知

症バリアフリーを目指し、ハード面の整備を引き続き進めるとともに、認知

症の人の移動手段の確保や交通安全の確保や雇用等の改善について検討を

進めるとともに、認知症カフェや認知症サポーターによる見守りなどを進め

ます。 

チームオレンジ

の推進 

認知症サポーターが、ステップアップ研修を受講してチームオレンジ（※）

として、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを推進します。 

認知症の人との

地域での共生 

認知症の人が、地域社会の中で尊厳を維持しつつ、他の町民と共生できる

よう、認知症の人への支援のほか、認知症の人も積極的な社会参加や、さら

には社会貢献ができることを目指して、バリアフリー化を進めるなど環境整

備に努めます。併せて町民に対して、認知症の正しい理解ができるよう啓発

活動をしていきます。 

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」の充実を図ります。 

※チームオレンジ：本人・家族を含む地域サポーターと多職種の職域サポーターのチーム 
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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資質の向上、人材育成に一層努めます。 

認知症に重要な早期の診断、対応に向けた認知症初期集中支援チームが訪

問をし、かかりつけ医や専門医との連携や対応策を検討します。 

 

 

 

５ 地域医療体制 

地域医療の体制として、町立軽井沢病院を設置しています。救急医療や訪問看護ステ

ーション等の施設を有しており、町民の健康を守るための重要な役割を果たしています。

加えて、町民の健康状態を知っていて、気軽に何でも相談できるかかりつけ医を持つよ

う啓発活動を行ってきました。 

なお、65 歳以上で介護保険が必要になった時には、かかりつけ医が主治医意見書を書

くことになります。 

 

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。 
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図表 在宅医療と介護事業の連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 
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第３節 いつでも誰でも必要なサービスが受けられるまち 

 

１ 地域福祉の推進と重層的支援体制整備 

当町では、「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 30 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３次軽井沢町地域福祉計画）を

策定し、この計画に基づいて地域福祉事業を進めています。 

地域福祉の充実のためには、町民の積極的な参加を促し、公助、共助、自助のバラン

スのとれた安心の体制づくりが必要です。また、福祉や人権に関する住民の意識づくり

も重要です。 

令和２年６月に可決した「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」では、介護保険のほか、障がい者、子ども・子育て、生活困窮者に対する支援

を一体的に進めるため、重層的支援体制整備を目指していくこととしました。 

 

施策・事業 内 容 

ふれあい・支えあ

いの地域づくり、

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。 

社会福祉協議会と協働し、「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

支え合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。 
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施策・事業 内 容 

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

るさまざま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。 

重層的支援体

制整備 

介護保険のほか、障がい者、子ども・子育て対策、生活困窮者に対する支

援を一体的に進めるため、それぞれの分野を超えた重層的支援体制整備を目

指し、各計画において位置づけを進め、体制づくりや人材育成に努めます。

また、将来的に重層的支援体制に関する支援会議の設置を検討します。 
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図表 重層的支援体制整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 

 

２ 生活支援サービス（総合事業） 

介護保険事業の地域支援事業は介護予防・生活支援サービスがありますが、生活支援

事業として外出支援事業、緊急通報装置の設置や高齢者の住宅対策などの事業を実施し

ています。 

 

施策・事業 内 容 

外出支援事業 身体障がい者手帳の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。 

  

○相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、

複雑化・複合化した事例については多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機

関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。 

○なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続

的支援事業により本人との関係性の構築に向けて支援をする。 

○相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズ

と地域資源の間を調整する。 

○このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の

発生・深刻化の防止をめざす。 

○以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。 
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施策・事業 内 容 

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、希望する世帯に緊急通報装置を設

置しています。また、町民に対し、緊急時に連絡できる協力員への登録を促

すなど、必要に応じて事業の改善を図っていきます。 

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、配食時の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。 

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、町内に高齢者住宅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。また、高齢者の居住の安定確保を目的とした、サービス付き高齢者向

け住宅整備事業については、事業目的に鑑み計画において、医療や介護サー

ビスとの連携を促し、適正な住宅確保に努めます。 

生活支援・介護

予防の基盤整

備の推進 

生活支援コーディネーターや協議体等を設置し、生活支援・介護予防の基

盤整備に向けた取組を推進します。誰もが自分らしくいつまでもこの地域で

暮らし続けることができる町を目指し、自立した生活が送れるよう支援し、

地域の支え合いの体制づくりを進めます。 

担 い 手 の 確

保・育成 

介護や支援に関わる人材の確保に努めるとともに、安定的な確保に向け、

育成に関しても支援を行います。 
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３ 包括的支援事業 

（１）総合相談支援事業 

地域包括支援センターにおいて相談事業を実施していますが、地域包括支援センタ

ーだけでなく、行政、社会福祉協議会、介護保険サービス事業者のほか、地域におけ

る民生委員など、高齢者に関わる多様な機関の連携がますます求められるようになっ

ています。 

 

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。 

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、計画的に研修へ参加します。 

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・支援し合える場の設定・充実に努めます。 

地域包括ケア

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。 
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図表 軽井沢町地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

要支援（要支援１・２） 

事業対象者 

・地域包括支援センター 

介護予防・日常生活支援

総合事業 

・現行相当の訪問・通所

サービス 

・訪問・通所サービス A  

・高齢者が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体制の構築をすすめていきます。 

・かかりつけ医・地域の連携病院・

急性期病院 

・歯科医療・薬局 

・老人保健施設・リハビリテーショ

ン 

〈医 療〉 
・有料老人ホーム  

・グループホーム 

・ショートステイ  

・特別養護老人ホーム 

・通所・訪問サービス   

・福祉用具・住宅改修など  

〈介 護〉 
連 携 

・軽井沢町高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画策定委員会 

・地域包括支援センター運営協議会 

・小諸北佐久医療・介護連携推進協議

会（あさまケアネット・研修・パンフレ

ット作製） 
要介護（要介護度 1～５） 

居宅介護支援事業所 

・社会福祉協議会 

・かるいざわ敬老園 

・静山荘 

・サービス担当者会議 

・地域ケア会議 
連携 

・配食サービス 

（安否確認） 

・緊急通報システム 

・安心コール 

・災害時要支援者台

帳の整備 

・タクシー券 

・すこやかお出かけ

利用券配布 

地域包括支援センター 

・相談業務やサービスのコー

ディネート・権利擁護 

互助 

公助 

自助・互助 

自助・

共助 

自助 

介護予防 

・サロンあさま・ほほえみ広

場・地区サロン参加 

・すこやかお出かけ利用券を

利用しての外出 

・地域の通いの場への参加 

・頭と体の健康教室への参

加 

・健康増進（木もれ陽の里・

風越公園） 

・自治会、老人クラブなどへ

の社会参加 

自費によるサービス 

・シルバー人材センタ

ー 

・生協 

・ヘルパー 

・電話スーパー 

・配食サービス 

ご近所さん、民生委員、老人クラブ、ボランティア、NPO など 

住民主体のサービス 

・安心ほっとサービス 

（身近な困りごと・草

むしり・ゴミだしな

ど） 

・買い物代行支援 

生活支援コーディネーター（社会福祉協議会

へ業務委託） 

・社会資源の把握・地域に不足するサービス

の創出や担い手の養成・確保） 

・連携の為のネットワークの構築や関係者の

情報共有 

・地域の支援ニーズと取り組みのマッチング 

生活支援サービス推進会議（地域の課題につ

いて情報交換を行い、課題解決に向け話し合

いをする） 

・第１層協議体設置 

・第２層協議体設置（各小学校区） 

認知症施策 

・認知症初期集中支援チ

ームの設置 

・認知症初期集中支援チ

ーム検討委員会 

・認知症サポート医養成 

・認知症初期集中支援チ

ーム員養成 

・認知症地域支援推進員

の設置 

・認知症カフェ 

・認知症サポーター養成 

・認知症啓発活動 

共助 
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図表 通いの場の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○住⺠同⼠の通いの場の取組について、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業のうち、⼀般介護予防事業の中で推進 
○通いの場の数や参加率は増加・上昇傾向にあり、取組内容としては体操、茶話会、趣味活動の順で多い。 
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（２）権利擁護 

成年後見支援や権利擁護が高齢者の尊厳を守り、財産等の権利を擁護する上で、そ

の役割が増加しています。高齢者が安心して暮らせるよう関係機関と連携して、事業

を進めることが必要です。 

 

施策・事業 内 容 

広報活動 権利擁護や成年後見制度について広報活動を充実し、理解促進や相談窓

口の周知を図ります。 

相談体制の強化 地域包括支援センターが高齢者等の権利擁護に関する身近な相談窓口

となり、関係職種や関係機関との連携を図り課題解決に努めます。 

関係機関等の連携 成年後見制度を中心とした権利擁護の支援を推進するため、佐久広域連

合で構築している地域連携ネットワークを中心として、関連する「権利擁

護センターかるいざわ」、「さく成年後見支援センター」や司法機関との連

携を図ります。 

成年後見制度の利

用支援 

審判申立て者のいない場合の町長申立て、利用にかかる費用負担の困難

な者に対する費用助成を行います。 

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。 

「権利擁護センターかるいざわ」、「さく成年後見支援センター」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・専門的な支援を行います。 

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。 
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図表 成年後見のイメージ 

 

広域エリアのため既存の機能を活かし、３機関（市町村担当窓口・さく成年後見支援センタ

ー・佐久広域連合）の役割分担の明確化と連携促進により中核機関として位置づける 

 

 

 

 

 

 

資料：佐久広域連合 

  

地域連携ネットワークの構築 

中核機関 

本人（成年被後見人等）を支援するチーム 

本人 

後見人 

専門職 
弁護士・司法書士・ 

社会福祉士等 

医療関係者 

施設職員等 

民生児童委員 

長野家庭裁判所 
（佐久支部） 

社会福祉協議会 

介護支援専門員 

相談支援専門員等 

バックアップ 

親族 

組織市町村（11 市町村） 

・１次相談窓口（権利擁護の総合相談、アセスメント・ニ

ーズ見極め、首長申立て検討等） 
・チーム等支援会議コーディネート 等 

高齢者・障がい者福祉担当課 

（地域包括支援センター） 

佐久広域連合（担当係） さく成年後⾒⽀援センター 

・２次相談窓口 
（専門相談、市町村等への助言） 
・広報啓発 

・家庭裁判所との連絡調整 

・法人後見の受任（法人後見受任審査会事務局） 

・事例検討会 等 

・運営協議会の設置 
 
 
 
 

（福）佐久市社会福祉協議会 
連 携 連 携 

連 
 

携 

業
務
委
託 
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（３）包括的・継続的ケアマネジメント 

保健事業から介護保険サービスや医療まで切れ目のないサービスを提供するために

包括的・継続的マネジメントが果たす役割には大きなものがあります。今後とも各機

関との連携により事業の強化を図ることが求められます。 

 

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。 

 

（４）地域ケア会議の推進 

高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に進めてい

くために、地域ケア会議を推進し、定期開催を目指します。 

 

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。また、地域ケア会議の定期開催を目指します。 

地域ケア会議

「みまもりネッ

トワーク」 

介護・医療・福祉の専門職種のほか、民生委員や地域の企業、地域住

民の協力を得て地域ケア会議（みまもりネットワーク）を構成し、地域

課題の把握を行うとともに、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。 
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（５）医療・介護連携 

高齢化の進展に伴い利用者の視点に立って、切れ目のない医療及び介護の提供体制

を構築し、町民一人ひとりの自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持続的に実現

していくために、医療及び介護の一層の総合的な確保が求められています。 

 

施策・事業 内 容 

医療・介護連携 在宅生活における医療と介護のサービスの充実を目指します。 

また、在宅における看取りについても、本人、家族に寄り添える体制

づくりとして、かかりつけ医、訪問看護と医療機関、介護サービスのス

ムーズな連携を目指します。 

 

 

４ 家族介護支援事業（保健福祉事業） 

家族介護支援事業としては、家族介護教室のほか、交流事業、家族介護用品の支給な

どの事業を実施しています。 

 

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ができる環境づくりを進めます。 

 今後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。 
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施策・事業 内 容 

重度要介護者、重

度身体障害者及び

重度心身障害者介

護慰労金支給事業 

要介護４、５を有する方、重度の身体障がい者、心身障がい者と同

居し、６ヶ月以上在宅で介護されている方に対し、介護慰労金を支給

します。 

対象者には通知を行い、広報でも周知します。 

 

 

５ 拠点整備 

町民の集まりの場や学習、福祉・保健事業等の拠点としての施設整備が重要な課題で

す。近年、町財政が逼迫する中で、施設整備が難しくなっていますが、国、県等の補助

金等を活用し、老朽化した施設の更新などに取り組んでいく必要があります。 

 

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がい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。令和２年度末現在、単位老人

クラブが 19 クラブ、趣味クラブが 17 クラブあり、書道教室を通じた

世代間交流事業等の活動を積極的に展開しています。 

今後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。 

 

 

 

 

  



第４章 ⾼齢者施策の推進 

74 

 

施策・事業 内 容 

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、令和２年度末現

在では 24 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。 

高齢者住宅 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（夫婦用６戸・単身者用４戸）

において、ライフサポートアドバイザーによる生活指導、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。 

発地地区地域拠

点複合施設整備 

（介護予防拠点

施設の整備） 

発地地区における公民館等の複合施設の整備を目指します。 

「健康福祉のまち」を目指し、住民主体の協同参画のまちづくりの地

域拠点となる施設の整備を目指します。 
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第４節 安全・安心でストレスのない暮らし 

高齢者はもちろんのこと、すべての町民が安全・安心でストレスのない暮らしを送るために

は、消防・防災体制と防犯・交通安全対策はなくてはならないものです。また、道路、公園、

公共施設等の各種施設のバリアフリー化は、高齢者の生活環境の向上のために必要なものとな

っています。 

 

１ 生活環境の向上 

住環境や施設、道路、公園等のハード面の整備から、情報、サービスのソフト面まで高齢

期の生活がスムーズに行われるとともに、地域社会からの孤立を招くことがないよう、様々

な障壁の解消に努めます。 

 

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中、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、歩道等の整備を

進めるとともに、広場、ポケットパーク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。 

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。 

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、「すこ

やかお出かけ利用券」での「町内循環バス」、「町内タクシー」の利用促進

を図ります。 

今後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。 
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施策・事業 内 容 

公共交通機関の

充実 

町内の公共交通機関は、高速交通機関として北陸新幹線と高速バスが、

また、身近な交通機関としてしなの鉄道、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。 

 

 

２ 消防・防災対策 

全国的にも風水害や地震など大規模な自然災害が続いている中で、安心できる消防・

防災体制の整備は町民生活において必須条件となります。高齢者等の災害時の弱者にと

っては、避難時の補助や被災後の自宅あるいは、避難所での生活環境の確保が求められ

ています。 

 

施策・事業 内 容 

防災体制の充実 緊急時における情報伝達、避難誘導、救助体制の充実を図るため、地域

防災計画に従い、避難行動要支援者名簿を定期的に更新するとともに、高

齢者等の要支援者一人ひとりに合った避難行動や支援ができるよう、区長

や民生委員、地区社会福祉協議会等との連携により、住民支えあいマップ

を更新するほか、個別計画を作成し、災害時に限らず、住民が相互に支え

合う地域づくりを進めます。 

特に、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。 

また、災害時避難所のバリアフリー化について点検を行い、必要に応じ

て改修、整備等を検討します。 

災害時の高齢者

支援 

災害時においては住民支えあいマップや個別計画にしたがって、地域住

民との連携により、早期の非難を行うとともに、避難所のほか自宅に残っ

ている高齢者等の要支援者に対して、生活の質の向上や健康の維持に努め

ます。 
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３ 防犯・交通安全対策 

高齢者の安全を守るため、定期的に交通安全運動を実施しています。また、全国的に

近年、オレオレ詐欺などの特殊詐欺も増えており、啓発活動などの対策が求められてい

ます。 

 

施策・事業 内 容 

防犯対策の充実 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、広報や啓発活動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るとともに、

特殊詐欺の被害は自宅の固定電話にかかってくる電話がきっかけとなる

ケースが多いことから、特殊詐欺防止機能付きの固定電話機や固定電話機

に接続する機器を購入する方に向け、補助金を交付します。 

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ともな

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、意識啓発を図る

とともに交通事故防止対策の一環として、運転に不安を感じている方や運

転をする機会の少なくなった方に運転免許証の自主返納制度の周知を図

ります。また、国が実施している「サポカー補助金事業」終了後に、町に

おいて自動車急発進防止装置取付費の補助事業を実施します。 

 

 

４ 新しい日常様式への転換 

全世界的に新型コロナウイルスによるパンデミックが広がり、３密をさけるなどの新

しい日常様式への転換が進められています。町民や高齢者の安全のため、全町的な感染

対策が必要です。 

 

施策・事業 内 容 

各施設における

感染対策 

町内の各施設のほか、医療機関、介護事業者等の施設において、利用者

の感染対策を図るため、こまめな除菌対策や換気に心がけ、入館者のマス

クの着用を促します。また、保健・福祉・介護などの現場では町民との接

触機会が多いため、電話予約で利用時間をずらすなどの工夫により、利用

者の集中を避けるための対策を推進します。さらに、町及び業者による各

種行事、催事について安全対策に努め感染の未然防止に努めます。 

なお、これらの対策について、新型インフルエンザ等対策行動計画を策

定し、調和に配慮します。 
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施策・事業 内 容 

避難対策や訓練

等の実施 

災害・感染症対策に向けて町内の事業所等とも連携し、避難訓練や災害

時のシミュレーションの実施などを検討します。また、県との連携により

生活物資や衛生資材等の確保に努めます。 

施設間の相互応

援体制 

災害・感染症発生時を想定して施設間の相互協力体制の整備を図りま

す。 
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第５節 保健福祉事業量の見通し 

 

第 1 節から第４節までの各施策の実施における数値目標及び見通しを、人口の見通し

等の要因を勘案し。次のとおりとします。なお、保健事業については健康増進計画によ

るものとします。 

 

１ 高齢者保健福祉事業 

（１）地域包括支援センター相談事業 

地域包括支援センターの相談事業は、年間５千件以上の利用を見込みます。 

 

図表 地域包括支援センター相談事業 

事業名 単位 
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 

地域包括支援センター相談事業 件数 4,781 3,523 4,960 5,020 5,080 

町資料:令和２年度は９月末までの件数 

 

（２）施設利用 

木もれ陽の健康増進部門等の施設利用は次の利用を見込みます。 

 

図表 施設利用 

事業名 単位 
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 

木もれ陽の健康増進部門 人数 31,531 15,832 31,000 32,000 33,000 

老人福祉センター 人数 16,442 7,633 16,000 16,500 17,000 

屋内多目的運動場 人数 1,064 559 1,000 1,050 1,100 

町資料 

 

（３）ユニバーサルスポーツ祭 

ユニバーサルスポーツ祭への参加人数は、令和５年度には 355 人を見込みます。 

 

図表 ユニバーサルスポーツ祭 

事業名 単位 
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 

ユニバーサルスポーツ祭 人数 331 340 345 350 355 

町資料 
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（４）すこやかお出かけ利用券支給 

すこやかお出かけ利用券の支給人数は、次のとおり見込まれます。 

 

図表 すこやかお出かけ利用券支給 

事業名 単位 
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 

すこやかお出かけ利用券支給 人数 6,350 6,509 6,877 6,960 7,033 

町資料 

 

（５）敬老祝品・祝金支給 

８８歳を対象とする敬老祝品支給と１００歳を対象とする敬老祝金支給の対象者は、

住民基本台帳記載者の人数から次のとおり見込まれます。 

 

図表 敬老祝品・祝金支給 

事業名 単位 
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 

敬老祝品(８８歳) 祝

金(１００歳)支給 

祝品支給対象人員 128 116 115 120 125 

祝金支給対象人員 8 12 21 23 25 

町資料 

 

（６）一人暮らし支援 

一人暮らし支援として以下のような事業が実施されています。 

 

図表 一人暮らし支援 

事業名 単位 
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 

緊急通報装置設置 総利用人員 27 42 75 117 153 

安心コール 実施回数 3,456 1,570 3,580 3,620 3,670 

ルイザ券補助 補助件数 42 28 44 44 45 

配食安否確認 配食件数 9,095 4,054 9,420 9,540 9,650 

町資料:令和２年度は９月末までの件数 
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（７）移送サービス 

移送サービスの利用者は、次のとおり見込みます。 

 

図表 移送サービス 

事業名 単位 
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 

移送サービス 人数 260 244 270 275 280 

町資料:令和２年度は９月末までの件数 

 

２ 地域支援事業 

介護保険事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業等の地域支援事業の利用状況

は以下のとおりです。 

 

（１）介護予防・日常生活支援サービス事業 

介護予防・日常生活支援サービス事業の利用者等の見込み量は次のとおりとします。 

図表 介護予防・日常生活支援サービス事業 

事業名 単位 
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 

把握 

事業 

基本チェックリスト

（総合事業利用者） 
利用者 35 36 36 37 37 

訪問型 

サービス 

訪問介護相当サービス

（通常１～２回／週） 

３月末 

利用人数 
19 19 20 20 20 

サービスＡ 

（通常１回／週） 

３月末 

利用人数 
25 26 26 26 27 

通所型 

サービス 

通所介護相当サービス

（通常１～２回／週） 

３月末 

利用人数 
52 52 54 55 55 

サービスＡ 

（通常１回／週） 

３月末 

利用人数 
5 5 5 5 5 

生活 

支援 
配食安否確認 

配食件数 3,657 3,740 3,790 3,840 3,880 

利用対象

人数 
30 31 31 31 32 

町資料 
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（２）一般介護予防事業 

一般介護予防事業の実施を次のとおり見込みます。 

 

図表 一般介護予防事業 

事業名 単位 
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 

通いの場 

講師登録 
団体数 

17 15 19 20 23 

設置数 21 21 23 24 25 

参加延人員 4,506 752 5,911 6,216 6,525 

地区介護予防教室 

（年２回） 

参加人数 212 144 120 96 72 

実施地区数 9 6 5 4 3 

地域リハビリテーショ

ン活動支援 
延人数 0 1 1 2 2 

町資料:令和２年度は９月末までの件数 

 

（３）介護者支援 

介護者支援事業の各種事業の実施見込み量は、次のとおりです。 

 

図表 介護者支援 

事業名 単位 
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 

介護用品支給 支給人員 21 15 22 23 23 

介護慰労金給付 

（障がい者含む） 
支給人員 31(39) 32(40) 32(40) 33(41) 33(41) 

認知症サポーター養成

講座 

開催回数 3 4 3 3 4 

受講人数 55 233 100 100 100 

認知症初期集中支援 利用人員 7 10 10 10 10 

町資料:令和２年度は９月末までの件数 

 

 

 



第５章 介護保険事業の推進 

83 

 

第５章 介護保険事業の推進 

 

第１節 人口と認定者の見通し 

 

１ 人口の推計 

（１）総人口 

人口の推計にあたっては、住民基本台帳の９月末の男女別各歳人口を用い、手法と

してコーホート変化率法により推計し、町長期振興計画の目標人口と調整しています。 

第８期の令和３年（2021 年）から令和５年（2023 年）の３年間についてみると、総

人口は少しずつ増加し、令和５年には 21,127 人となり、令和２年と比べ 294 人の増加

が見込まれます。 

本計画の対象である高齢者についてみると令和２年の 6,641 人から令和５年には

7,033 人となり、392 人ほど増え、高齢化率は 31.9％から 33.3％まで上昇し、人口の

３分の１を占めるものと見られます。人口の多い団塊の世代についてみると、今後、

順次後期高齢期に達するため、前期高齢者は、令和３年に 3,427 人とピークを迎えま

すが、以後、徐々に減少します。一方で後期高齢者は急激に増加し、令和５年には 3,874

人まで達するものと見られます。 

また、２号被保険者も増加が見込まれ、令和５年には 7,503 人となり令和２年比で

191 人の増加が見込まれます。 

次に、今回国からの指針に基づき長期的に、令和７年（2025 年）及び令和 22 年（2040

年）についてみると、まず、団塊の世代が後期高齢者となる令和７年には、高齢者人

口は 7,149 人となります。後期高齢者は、4,174 人となり総人口に占める割合が 19.6％

となり２割を占めるようになります。 

一方で、前期高齢者は団塊の世代が抜けて減少することから、一旦 2020 年代後半に

底を打ちますが、以後増加に転じ、この後、団塊ジュニアの世代が高齢期に達する令

和 22 年には 3,790 人にまで増加するものと見られます。 
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図表 将来人口の推計 

                    （単位：人、％）   

 総人口 39 歳以下 

 

（0～39 歳） 

第２号被保険

者数 

（40～64 歳） 

第１号被保険者数（65 歳以上） 

前 期 高 齢 者

（65～74 歳） 

後期高齢者 

（75 歳以上） 

実 

数 

令和 ２年 20,833 6,880 7,312 6,641 3,367 3,274 

令和 ３年 21,004 6,740 7,387 6,877 3,427 3,450 

令和 ４年 21,066 6,671 7,435 6,960 3,281 3,679 

令和 ５年 21,127 6,591 7,503 7,033 3,159 3,874 

令和 ７年 21,250 6,476 7,625 7,149 2,975 4,174 

令和 22 年 21,168 6,566 6,143 8,459 3,863 4,596 

構
成
比 

令和 ２年 100.0 33.0 35.1 31.9 16.2 15.7 

令和 ３年 100.0 32.1 35.2 32.7 16.2 16.5 

令和 ４年 100.0 31.7 35.3 33.0 15.6 17.4 

令和 ５年 100.0 31.2 35.5 33.3 15.0 18.3 

令和 ７年 100.0 30.5 35.9 33.6 14.0 19.6 

令和 22 年 100.0 31.0 29.0 40.0 18.3 21.7 

資料：住民基本台帳人口（各年９月末現在） 

 

 

図表 将来人口の構成見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※2022 年からは町長期振興計画（後期）数値と調整   
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（２）介護の担い手人口 

一方、介護や福祉の担い手として高齢者を支える第２号被保険者の人口は、令和２

年の 7,312 人に対し、令和 7 年までは徐々に増加し 7,625 人まで達するものと見られ

ますが、以後は減少に転じ、令和 17 年に 7 千人を下回り、令和 22 年には 6,143 人と

なることが予想されます。 

また、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口についてみると、令和２年の 11,765 人か

ら、令和 7 年までは少しずつ増加しますが、以後減少に転じ、令和 12 年には 11,831

人、令和 22 年には 10,605 人にまで減少するものと見られます。 

 

図表 生産年齢人口の見通し 

 
 

資料：令和 2年は住民基本台帳記載人口（９月末現在） 
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２ 要支援・要介護認定者数の見通し 

第８期における要支援及び要介護認定者の数（第２号被保険者を含む）について、

将来人口推計と現況の認定率をもとに推計した結果は下表のとおりです。令和５年度

には 905 人と見込まれ、令和２年度の 803 人に対し 102 人、12.7％の増加が見込まれ

ます。 

なお、令和７年度には 942 人、令和 22 年度には 1,277 人が見込まれます。 

 

図表 将来要支援者及び要介護者の推計 

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 ２年度 46 95 138 207 112 108 97 803 

令和 ３年度 47 100 140 223 123 112 102 847 

令和 ４年度 50 104 147 230 129 116 109 885 

令和 ５年度 51 105 150 242 133 116 108 905 

令和 ７年度 52 112 157 250 138 120 113 942 

令和 12 年度 62 126 181 283 153 137 128 1,070 

令和 17 年度 68 142 199 323 179 155 143 1,209 

令和 22 年度 71 147 204 345 190 165 155 1,277 
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第２節 介護保険事業の事業量 

介護保険事業の各事業量の推計にあたっては、厚生労働省作成の見える化システムの

令和３年３月補正版を使用し、ワークシート作成により各サービスの月平均の利用人数

と年間の給付の見通しについて推計を行っています。その内容は以下のとおりとなって

います。 

 

１ 介護予防サービスの見込み量 

（１）介護予防サービス 

介護予防サービスのワークシートによる見込み量（利用者数と給付額）は以下のと

おりです。 

図表 介護予防サービスの見通し 

（単位:人、千円） 

  
第 7 期 第８期 

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 

介護予防訪問入浴介護 

人数 0 0 0 0 0 0 

給付費 8 0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 

人数 10 6 7 7 7 7 

給付費 2,675 1,633 2,816 3,318 3,320 3,320 

介護予防訪問リハビリテーション 

人数 11 12 8 9 9 10 

給付費 3,253 3,320 2,426 2,842 2,915 3,279 

介護予防居宅療養管理指導 

人数 4 7 8 8 8 9 

給付費 376 631 669 673 673 760 

介護予防通所リハビリテーション 

人数 30 32 25 27 29 29 

給付費 11,559 12,180 9,575 10,133 10,851 10,851 

介護予防短期入所生活介護 

人数 7 7 8 8 8 8 

給付費 3,271 3,048 3,370 3,498 3,452 3,636 

介護予防短期入所療養介護（老健） 

人数 0 1 0 0 0 0 

給付費 65 329 0 0 0 0 
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図表 介護予防サービスの見通し（続き） 

（単位:人、千円） 

  
第 7 期 第８期 

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 

介護予防福祉用具貸与 

人数 64 69 67 68 68 72 

給付費 3,748 4,354 4,668 4,748 4,757 5,034 

特定介護予防福祉用具購入費 

人数 1 1 1 1 1 1 

給付費 207 265 202 202 202 202 

介護予防住宅改修費 

人数 1 1 0 1 1 1 

給付費 485 1,139 0 1,048 1,048 1,048 

介護予防特定施設入居者生活介護 

人数 0 1 0 0 0 0 

給付費 54 662 0 0 0 0 

 

 

（２）地域密着型介護予防サービス 

密着型介護予防サービスのワークシートによる見込み量（利用者数と給付額）は次

のとおりです。 

 

図表 地域密着型介護予防サービスの見通し 

（単位:人、千円） 

 第 7 期 第８期 

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 

介護予防認知症対応型通所介護 

人数 0 0 0 0 0 0 

給付費 0 0 0 0 0 0 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

人数 1 1 1 1 1 1 

給付費 1,399 989 950 955 956 956 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

人数 0 0 0 0 0 0 

給付費 0 0 0 0 0 0 
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（３）介護予防支援 

介護予防支援のワークシートによる見込み量（利用者数と給付額）は次のとおりで

す。 

 

図表 介護予防支援の見通し 

（単位:人、千円） 

 第 7 期 第８期 

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 

介護予防支援 

人数 92 97 93 94 96 97 

給付費 5,057 5,152 5,022 5,107 5,219 5,273 

 

２ 介護サービスの見込み量 

（１）居宅サービス 

介護サービスの居宅サービスのワークシートによる見込み量（利用者数と給付額）

は次のとおりです。引き続き訪問看護、通所介護等のサービスは増加が見込まれます。 

 

図表 居宅サ－ビスの見通し 

（単位:人、千円） 

 第 7 期 第８期 

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 

訪問介護 

人数 151  154  152  156  160  167  

給付費 130,249  158,444  165,525  178,761  189,972  200,632  

訪問入浴介護 

人数 9  9  11  14  16  16  

給付費 6,618  5,758  7,726  8,333  9,193  9,193  

訪問看護 

人数 63  64  70  79  83  88  

給付費 25,636  28,156  28,711  31,217  32,769  34,766  

訪問リハビリテーション 

人数 20  20  29  31  31  32  

給付費 6,565  6,234  7,014  7,135  7,139  7,498  
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図表 居宅サ－ビスの見通し（続き） 

（単位:人、千円） 

 第 7 期 第８期 

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 

居宅療養管理指導 

人数 66  75  90  99  106  109  

給付費 6,827  7,243  8,542  9,534  10,200  10,483  

通所介護 

人数 207  220  211  230  243  262  

給付費 168,666  176,597  181,976  199,275  212,217  229,478  

通所リハビリテーション 

人数 73  69  66  68  71  75  

給付費 54,882  51,017  47,710  48,103  50,314  53,283  

短期入所生活介護 

人数 75  82  76  77  79  82  

給付費 65,255  67,738  75,817  81,385  84,219  88,736  

短期入所療養介護（老健） 

人数 4  3  3  2  2  3  

給付費 3,774  2,866  1,680  1,918  1,930  2,314  

短期入所療養介護（病院等） 

人数 2  1  0  0  0  0  

給付費 1,883  562  0  0  0  0  

福祉用具貸与 

人数 257  262  276  283  289  296  

給付費 40,508  40,613  43,990  44,313  45,312  46,448  

福祉用具購入費 

人数 4  5  3  4  4  4  

給付費 1,053  1,111  702  1,018  1,018  1,018  

住宅改修費 

人数 1  3  3  3  3  3  

給付費 825  2,566  1,692  1,692  1,692  1,692  

特定施設入居者生活介護 

人数 27  26  36  36  37  39  

給付費 61,230  60,486  83,959  83,797  86,004  92,080  
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（２）地域密着型サービス 

地域密着型サービスのワークシートによる見込み量（利用者数と給付額）は次のと

おりです。 

 

図表 地域密着型サ－ビスの見通し 

（単位:人、千円） 

 第 7 期 第８期 

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 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

人数 0 0 0 1 1 1 

給付費 0 584 0 1,443 1,443 1,443 

地域密着型通所介護 

人数 13 16 15 17 19 21 

給付費 8,906 12,167 10,526 13,397 14,274 16,223 

小規模多機能型居宅介護 

人数 18 17 17 17 18 18 

給付費 34,143 32,000 34,357 34,568 36,301 36,301 

認知症対応型共同生活介護 

人数 23 24 25 24 24 24 

給付費 68,084 71,331 77,152 76,415 76,458 76,734 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

人数 29 29 30 29 29 29 

給付費 97,653 102,679 107,059 105,125 105,680 106,454 
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（３）施設サービス 

施設サービスのワークシートによる見込み量（利用者数と給付額）は次のとおりで

す。介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の利用者は、高齢者数の増加に伴い、さ

らに増加が見込まれます。なお、介護療養型医療施設については、制度上令和５年度

末までの利用を見込みます。 

 

図表 施設サ－ビスの見通し 

（単位:人、千円） 

 第 7 期 第８期 

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 

介護老人福祉施設 

人数 69 72 75  80  83  86  

給付費 199,761 210,808 222,577  238,188  251,753  260,158  

介護老人保健施設 

人数 40 42 47  51  53  55  

給付費 120,960 134,271 153,329  167,742  176,039  182,137  

介護療養型医療施設 

人数 9 9 10  11  11  11  

給付費 37,363 35,509 40,996  44,370  44,395  44,395  

 

 

（４）居宅介護支援 

居宅介護支援のワークシートによる見込み量（利用者数と給付額）は次のとおりで

す。 

 

図表 居宅介護支援の見通し 

（単位:人、千円） 

 第 7 期 第８期 

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 

居宅介護支援 

人数 372 372 377  388  397  408  

給付費 65,607 67,541 68,437  70,323  72,035  73,985  
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３ 高額介護経費等の見通し 

他の審査支払手数料や高額介護経費等の見通しは次のとおりです。特定入所者介護経

費及び介護予防経費の伸びが見込まれます。 

 

図表 審査支払手数料及び高額介護経費等の見通し 

                  （単位：千円） 

事業名 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 

審査支払手数料経費 1,307 1,405 1,600 1,600 1,600 

高額介護経費 30,595 31,915 47,000 47,693 48,398 

高額介護予防経費 9 17 220 223 226 

高額医療合算介護経費 3,763 4,409 5,600 5,670 5,741 

高額医療合算介護予防経費 5 10 110 110 110 

特定入所者介護経費 41,011 43,333 48,000 49,858 51,787 

特例特定入所者介護経費 865 636 1,717 1,729 1,742 

特定入所者介護予防経費 348 381 404 420 436 

特例特定入所者介護予防経費 0 90 95 96 96 

高額サービス等計（Ａ） 77,903 82,196 104,746 107,399 110,136 

 

 

４ 介護保険事業費全体の見込み量 

以上の各介護保険事業の経費を合算すると、次の表のとおりとなります。その結果、

令和元年度の約 13 億 9 千万円から計画最終年の令和５年度には約 17 億 2 千万円にまで

拡大するものと見られます。 

 

図表 介護保険事業給付費の見通し 

（単位：千円） 

事業名 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 

介護サ

ービス 

（Ｂ） 

居宅サービス※ 676,932 737,119 762,495 779,573 797,036 

地域密着型サービス 219,750 221,637 237,101 247,627 258,622 

施設サービス 380,587 399,022 441,510 475,682 512,500 

高額サービス他（Ａ） 77,903 82,196 104,746 107,399 110,136 

介護予防サービス（Ｃ） 33,702 30,628 37,915 38,591 39,275 

計（Ｂ）＋（Ｃ） 1,388,874 1,470,602 1,583,767 1,648,872 1,717,569 

※居宅介護支援は居宅サービスに含む 
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５ 地域支援総合事業費の見通し 

地域支援総合事業のワークシートによる見込み量（利用者数と給付額）は次のとおり

です。 

 

図表 地域支援総合事業の見通し 

                  （単位：千円） 

事業名 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 

介護予防・日常生活支援総合

事業 35,470 46,123 46,702 60,640 64,515 

包括的支援事業（地域包括支

援センターの運営）及び任意

事業費 
35,229 36,209 40,143 27,427 27,052 

包括的支援事業 

（社会保障充実分） 16,749 20,908 20,613 21,820 20,920 

地域総合事業費計 87,448 103,240 107,458 109,887 112,487 

 

 

  



第５章 介護保険事業の推進 

95 

６ 介護保険料の見通し 

（１）保険料の弾力化と低所得者の負担軽減 

第８期介護保険料については、国において第７期の９段階から 10 段階に細分化し、

高額所得者の負担を求めることにより、低所得層の負担が軽減されるよう設定されて

います。 

当町においては第７期に引き続き 10 段階とします。低所得者に対する負担割合は、

第１段階を 0.30、第２段階を 0.50、第３段階を 0.70 として負担の軽減を図ります。 

 

図表 各所得段階における負担割合 

 負担割合 

第 １段階 0.300 

第 ２段階 0.500 

第 ３段階 0.700 

第 ４段階 0.900 

第 ５段階 1.000 

第 ６段階 1.130 

第 ７段階 1.260 

第 ８段階 1.550 

第 ９段階 1.600 

第 10 段階 1.750 

 

 

（２）保険料 

第８期の保険料のうち基準となる第５段階の保険料は 4,800 円とします。 
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第３節 介護保険事業の円滑な運営 

 

１ 介護給付適正化の推進 

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、国及び県が推進する「介護給付適正化計画」に沿って介

護給付の適正化に努めます。 

 

施策・事業 内 容 

要介護認定の適正化 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共有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。 

住宅改修等の点検 利用者の実態に沿って適切な住宅改修が行われるよう、利用者宅の

状況確認や工事見積書の工事前点検、竣工時の訪問調査等を行いま

す。調査の際に点検すべきポイントについて、漏れなく確認するため

のチェックシートを作成するなど、事業の内容の充実を図ります。ま

た、福祉用具利用者等に対する訪問調査等を行い、福祉用具の必要性

や利用状況等を確認します。 

縦覧点検・医療情報と

の突合 

医療情報との突合や縦覧点検により、給付日数や提供されたサービ

スの整合性を図り、 請求内容の適正化を図ります。 

介護給付費通知 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。 
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２ 円滑な介護サービスの提供 

介護保険事業の円滑な介護サービスの提供を目指し、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。 

 

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。 

サービスの充実 地域住民や認定者が必要とする小規模多機能型居宅介護などの介護保

険事業について、そのニーズの動向をみながら必要に応じて事業所の誘致

や施設整備等について検討します。 

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、様々な新

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。 
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施策・事業 内 容 

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。 

介護保険事業

を始めとする

関連事業の情

報化 

介護保険事業に関連する情報の活用を進めるとともに、介護をはじめ、保

健・医療・福祉等の町民情報に関わる各種情報について関連機関との連携を

進め、情報の保護に留意しながら利用しやすいシステムの構築に努めます。 

元気な高齢者

の参加促進 

元気な高齢者に対し、介護現場への補助等のボランティア活動への参加を

促し、高齢者同士の助け合いの場を整備します。 

介護医療院へ

の転換検討 

現在の介護療養型医療施設について、廃止が予定されている中で、介護療

養院※への転換か、他の施設への転院等を進めるか、利用者の意見を聞きな

がらその対応を検討します。 

ロボット・ＩＣ

Ｔの導入、活用 

最近のロボットやＩＣＴ技術の介護現場への導入を進め、より効率的、安

全な介護サービスの提供を目指します。 

ＰＤＣＡサイ

クルの推進 

毎年の各種サービスの利用状況や施策の推進状況等について、各年の成果

目標、サービス見込量の達成状況などを把握、点検し、策定委員会等におい

て、ＰＤＣＡサイクルを活用した分析、中間評価を行い、必要により計画の

変更、事業の見直し等を行います。 

※介護医療院：要介護の高齢患者（利用者）に対して、医療・介護だけでなく、生活の場を提供する

施設 

※ＩＣＴ：情報通信技術を意味し、従来のＩＴ技術がコンピュータ関連の技術を表すのに対し、情報

を伝達することを重視し、医療や教育などにおける技術の活用方法、またはその方法論といったも

の。情報や知識の共有を重要視している。 

 

 



第６章 計画の推進に向けて 

99 

第６章 計画の推進に向けて 

 

第１節 果たすべき機能・役割の設定 

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。 

 

１ 住民、地域社会が担うべき機能・役割 

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。 

 

・日々の生活を健康で生きがいを持って生活できるように努めましょう。 

・そのために特定健康診査等を受診するなど健康づくりに努めましょう。 

・学習活動、スポーツ活動やボランティアなどの活動に積極的に参加しましょう。 

・地域のお年寄りや障がい者などに気を配り、お互いに助け合いましょう。 

・地域の民生委員・児童委員や社会福祉協議会等と連携を取り、その活動を支えましょう。 

 
２ サービス事業者等の役割 

地域におけるサービス提供機関として、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。 

 

・適正で良質なサービスの提供を目指します。 

・行政と協力して人材の確保、育成に努めます。 

・行政や関係機関との連携がより重要となってきます。相互の連携や情報共有に努めます。 

・特に、情報化、デジタル化が進むことが予想されるので、町と歩調をあわせ、データ化に

努めます。 

・施設等を利用する町民はもちろん、その家族や関係者の把握に努め、問題点の解決を図り

ます。 

・新型コロナウイルス感染症対策を進め、安心できる施設利用やサービス利用を目指します。 
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３ 行政が担うべき役割 

高齢者に関わる福祉や保健・介護保険だけでなく多様な分野の連携が必要となってき

ます。住民や関係団体との連携を強化し、新しい国・県の体制に即した体制整備と住民

福祉の充実を進めることが必要です。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。 

 

・地域包括支援センターを中心に高齢者に関わる各課の連携強化に努めます。 

・関係機関や町民との連携に努め、その活動の支援・充実に努めます。 

・介護・福祉の現場にロボットや ICT 技術の導入を図るなど、現場業務の効率化を支援しま

す。 

・介護や福祉現場への町民の参加を促すほか、ボランティアポイント制度等について検討し

ます。専門職の発掘、研修の実施などを進めます。 

・介護離職防止の観点から、労働部局との連携により、職場環境の改善に関する普及啓発等

に努めます。 

・計画的な施設基盤の整備・改修等に努めます。 

・介護保険事業の健全で、安定した運営に努めます。 

第２節 推進体制の整備 

１ 計画の進行管理 

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 PDCA による進捗

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、横断的に行うとともに、

情報化を進めるなど、各分野の進捗状況を定期的に把握し、緊密な連携に努めます。 

２ 関係機関との連携 

社会福祉法改正により、地域福祉計画にも包括的支援体制を盛り込むこととなりまし

た。将来的には、さらに重層的支援体制の整備を目指すこととなっています。そのため

には町の各組織とともに、関連事業所、住民組織との連携強化に努めていきます。こう

した関係機関及び住民とともに、生活課題を抱える住民・世帯の把握に努めます。引き

続き、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、適

切なサービスを迅速に提供するため、施策・サービス等の総合的な調整、推進を図りま

す。 

また、国や県、関係機関との連携強化を図るとともに、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

近隣市町村との連携にも努めます。 
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３ 専門従事者の育成・確保と町民参加の促進 

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・組織を超えた合同

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。 

また、中学校や高等学校との連携により、教育の場において生徒の福祉や介護に対す

る理解を深めるとともに、子育てを終えた世代に対しても介護職の魅力を発信し、社会

福祉協議会や関係事業所との連携による現場体験の場を提供するなど、将来の人材確保

を目指した意識啓発に努めます。 

一般町民や高齢者自身に対しても専門職員を補助し、各種サービスを支える役割を果

たせるよう、参加を促すとともに、講習機会の充実を図ります。さらに、就労的活動の

場を提供できる民間企業・団体と就労的活動の取組を実施したい事業者とをマッチング

し、高齢者の社会参加の促進のため、就労的活動支援コーディネーターの配置について

検討します。 

 
４ 情報化への対応 

国のデジタル庁設置への対応や、住民ニーズへの適切かつ迅速な対応を目的として、

個人情報の保護を図りながら、国・県や近隣市町村、保健・福祉・医療の各機関との連

携により情報化の推進及び情報の共有化を進めます。 

併せて、文書負担の軽減化を図ります。 

 
５ 財源の確保 

計画の着実な実施に必要な財源を確保するため、当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。また、介

護保険に対する理解を深めてもらえるよう啓発活動に努め、保険料の収納率の維持に努

めます。 
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第３節 重点施策への取り組み 

当町にとって高齢者など困っている人に対する施策のうち、特に重点的に実施すべき

事業について、第７期事業の見直し、評価とともに、国から示されている新たな施策の

方向を踏まえて設定するものとします。また、そのために、町担当課だけでなく、関係

諸団体、事業所及び町民の参加を促し、全町的な対応により事業を進めていくこととし

ます。 

 

１ 通いの場を拠点とする地域共生社会の構築 

通いの場の未整備地区への整備を進め、全町的な体制の整備を進めます。元気な一般

高齢者だけでなく、認知症の人や障がいを抱えた人などが、ともに参加できる場の整備

に努めるとともに、参加者が互いに困っている人を支える担い手として活動できるよう、

啓発活動や学びの場、実践の場を整備します。また、外出支援事業の充実や生活支援の

拡充を図り、こうした活動を元に地域共生社会の構築を目指します。 

 

２ 包括的支援活動の拡大 

通いの場を拠点に、住民の積極的な参加を促進するとともに、地域の見守りや助け合

いの充実を目指し、困っている人に対しその課題の解決を目指します。そのために今後

は、地域包括ケアシステムを高齢者福祉や介護だけでなく、障がい者や子ども・子育て、

生活困窮者対策も含めた重層的な支援体制を構築するため、複数の関係機関が問題解決

のためにチームとして支援協力を進める体制整備を検討します。 

 

３ 地域包括ケアシステムを支える在宅医療と福祉・介護の連携 

手助けを必要とする高齢者に対し、必要とされる福祉・介護・医療等の複合的なサー

ビス提供体制の整備を目指して、軽井沢病院や佐久圏域介護保険事業者連絡協議会との

連携を中心として、在宅医療・認知症対策・看取りなどの提供体制整備の強化に努めま

す。 

 

４ 介護・保健・福祉の人材確保 

逼迫する介護及び保健・福祉分野での人材確保を目指し、県や関係機関との連携・協

力体制を強化します。総合的な介護人材の確保をめざし、協議会等基盤の構築を目指し、

介護人材の確保に努めるとともに、職員研修の共同開催や町民のボランティアへの参加

促進に努め、ケマネジャー、介護給付サービスの従事者、地域支援事業の従事者などの

ほか、住民による介護現場等での補助員など、多様な人材の確保を図ります。 

また、国、県との連携により現場職員に対する処遇改善に努めます。 

 



第６章 計画の推進に向けて 

103 

５ 新しい事業体制の構築 

介護現場へのＩＣＴの導入などによる事業の効率化や安全確保を目指して、関係機関

との連携を進めるとともに、介護現場や福祉の場における書類の簡素化、業務の効率化、

デジタル化について、国、県の動向とともに進めていきます。また、国、県の指導によ

り、介護保険の地域支援事業と、高齢者の保健事業との一体的な取り組みについて、個

人情報保護に留意しつつ、情報の共有化を目指します。 

 

６ 災害や感染症対策に係る体制整備 

近年、災害や感染症の発生が地域社会に大きな影響を及ぼしています。最近では災害

時の避難生活や感染症防止さらには復興対策ついても、その対応が長期化し、県・市町

村財政や住民生活にも負担が強いられ、医療機関の逼迫も懸念されます。町民の生命及

び財産を守るため、災害時の感染症予防に努め、公共施設及び高齢福祉施設における日

頃からの安全対策を徹底するとともに、新たな生活様式の普及、啓発により利用者の安

全を図ります。「誰一人として取り残さない」社会の実現を目指すため、今後は正確な情

報を必要な方々へ事前に提供して、地域ぐるみで備えができる体制作りを進めます。 
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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設置要綱 

平成11年５月27日告示第６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 
 （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。 
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 （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 

任期：平成 30 年 9 月 1日～令和 3年 8月 31 日  

組 織 内 訳 氏  名 備  考  

民生福祉委員協議会委員 

櫻 井 朝 教 所属団体推薦 継続 副会長 

土 屋 和 子 所属団体推薦 継続  

老 人 福 祉 施 設 

中 村 英 三 継続依頼 継続 会 長 

佐 藤 久 男 継続依頼 変更  

保 険 医 療 機 関 医 師 北 澤 千鶴子 所属団体推薦 継続  

保健医療機関歯科医師 土 屋 榮 良 所属団体推薦 継続  

薬 剤 師 会 伴 野 一 樹 所属団体推薦 継続  

ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 

戸 田 光 男 社協登録 継続  

中 山 忠 夫 社協登録 新規  

老 人 ク ラ ブ 連 合 会 岩 井 征太郎 所属団体推薦 継続  

保 健 補 導 員 会 中 村 伊久子 所属団体推薦 変更  

日 赤 奉 仕 団  山 本 和 美 所属団体推薦 新規  

ＪＡ佐久浅間女性会軽井沢支部 中 里 律 子 所属団体推薦 継続  

区 長 会 齊 藤 正 和 所属団体推薦 継続  

公 募 に よ る 者 古 屋 やえ子 公募 継続  

軽 井 沢 病 院 長 牧 山 尚 也 継続依頼 継続  

社会福祉協議会事務局長 土 屋 悦 雄 
継続依頼 

H31.4.1～ 
継続  

合   計 17 名 
男：11 名 女：6名 

(女性選任率 35.3％) 
 

（敬称略）  
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策定の経過 

実施時期 策定の内容 

令和元年12月 
高齢者実態調査（日常生活圏域ニーズ調査等）の実施 

居宅要介護・要支援認定者及び元気高齢者等の実態調査を実施 

居宅要介護・要支援認定者は悉皆調査、元気高齢者は抽出調査で実施、調

査方法は郵送法による。 

令和２年６月25日 第１回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の

開催 

〈協議事項〉 

（１）高齢者保健福祉及び介護保険事業の進捗について 

（２）高齢者実態調査の集計報告について 

（３）第８期計画策定に向けた方向性について 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）その他 

令和２年10月30日 第２回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の

開催 

〈協議事項〉 

 （１）地域密着型通所介護「ふらりとみかさ」移転拡充について 

 （２）軽井沢町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の計画素案に

ついて 

 （３）今後のスケジュールについて 

令和３年１月４日 

～29日 

軽井沢町高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画素案に対する

パブリックコメントの実施 

令和３年２月 第３回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の

開催 

（書面協議（政府による新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う措

置）） 

令和３年２月 計画案について策定委員より意見聴取 

令和３年３月 町議会による軽井沢町高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画

案の審議及び議決 
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