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※本計画策定時点（平成 30年３月）で平成 31年以降の元号が定まっていないため、平成 31年度以降も便宜上「平

成」と表記しています。 

概 要 版 
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計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の背景と趣旨 

 わが国では、世界でも例をみない速さで高齢化が進行しており、いわゆる団塊の世代が 75 歳以上の後期

高齢者となる 2025 年（平成 37 年）には、高齢化率が 30.0％に達すると推計されています（国立社会保

障・人口問題研究所）。 

 

 「第７期斑鳩町介護保険事業計画・高齢者福祉計画」では、地域包括ケアシステムの構築にむけた第６期

計画の目標や具体的な施策をふまえながら、さらなる高齢者の増加や介護ニーズの高まりを見据え、着実に

取組みをすすめていくことが求められています。また、これまで「支えられる側」として捉えられがちであっ

た高齢者も一人ひとりが地域の中で役割や生きがいを持ち、自らにできることを通じて地域の「支え手」に

なることができる｢地域共生社会｣の実現がめざされています。そのためには、高齢者が住み慣れた地域で役

割や人とのつながりを持ち、いきいきと日常生活を送ることができるように、要介護状態の予防や自立を支

援していく取組みの充実が必要です。 

 

 2025 年度の介護需要や保険料水準等も推計したうえで、それらをふまえた中長期的な視野に立ち、第８

期計画に続く段階的な施策充実の方針と、そのなかでの第７期計画の位置づけを明らかにしながら、従来の

高齢者施策や地域包括ケアシステムの構築の取組みを継承し発展させることにより、本町の高齢者介護の理

念を具体化していくことをめざして計画を策定します。 

 

 

 

 

２．計画の位置づけ 

（１）法的根拠 

 「高齢者福祉計画」は、老人福祉法第 20 条の８に基づき、生活支援サービスの提供、生きがいづくり、生活

環境の整備、家族等介護者に対する支援、地域生活での安全・安心の確保、地域福祉に関する取組み等を定め

る市町村高齢者福祉計画として策定します。 

 また、「介護保険事業計画」は、介護保険法第 117 条に基づき、本町の介護保険事業の運営方針、介護予防

サービス・介護サービス・地域支援事業のサービス量・事業量見込み、その確保のための方策を示すものです。 

 高齢者福祉計画は介護保険事業計画を内包する位置づけにあることから、両計画を一体的に策定します。 

 

（２）他計画との関係 

 「第４次斑鳩町総合計画」を上位計画とし、「第２期斑鳩町健康増進計画」、「斑鳩町障害者福祉計画」・

「第５期斑鳩町障害福祉計画」等との整合・連携をはかります。 
 

３．計画の期間 

 本計画は、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間を計画の期間とします。また、いわゆる団塊

の世代が 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）を見据えた、中長期的な視野に立った施策の取組み

も包含しています。 

 

地域包括ケアシステム： 

「医療」・「介護」・「予防」・「生活支援」・「住まい」の５つのサービスを一体的に提供し、高齢者

一人ひとりの状態に応じて地域のさまざまな支援・サービスを活用しながら、介護や支援を必要

とする状態になっても住み慣れた地域でのくらしの継続を実現するための支援体制のことです。 
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計画の基本的な考え方 

 

１．斑鳩町がめざす 2025年の高齢社会像 

 地域包括ケアシステムが住民に浸透し、安心して高齢期を過ごすことができるように、地域包括ケアシ

ステムの基幹となる地域包括支援センターの機能強化や、介護と医療の連携の強化、認知症施策の充実を

はかりながら、本町がめざす 2025 年の高齢社会像の実現に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 本計画は、「第４次斑鳩町総合計画」がめざす高齢者施策の方向性および第３期計画からの基本理念を

継承しつつ、高齢者人口の急速な増加に直面している本町において、サービスや支援を必要としている

人々が地域包括ケアシステムにおける「医療」・「介護」・「予防」・「生活支援」・「住まい」のネットワー

クとつながり、その人らしいくらしをいつまでも続けられる社会の実現をめざします。 

 

 また、高齢期をいきいきと過ごすためには、高齢者が「支えられる側」として支援やサービスの受け

手になってしまうのではなく、培ってきた知識や経験、特技を発揮して地域活動の支え手となったり、

支援が必要な状態になっても自らにできることを通じて主体的に地域と関わることができる社会へと発

展していくことが求められています。本町のすべての住民が一人ひとりの尊厳の尊重と地域とのつなが

りを感じながら高齢期を迎えることができ、高齢になっても自立と社会参加が可能となる高齢者福祉の

推進をめざします。 

第７期斑鳩町介護保険事業計画・高齢者福祉計画の理念 

すすべべててのの住住民民がが、、すすここややかかでで、、いいききいいききととししたた  

生生涯涯をを送送るるここととががででききるるままちちづづくくりり  

   高齢期においてもさらに元気で活力あるまちづくり 
 高齢者だけでなく、すべての住民が、心身ともに健康で、生きがいを感じ、自己実現

をはかることができる、健康で豊かな充実した生活を実現するまちづくりをめざします。 

１１  

   自分らしいくらしを送れる安心のまちづくり 
 高齢者が住み慣れた自宅や地域を離れることなく、保健・福祉・医療・介護の緊密な

連携による支援を受けることで、いつまでも自分らしく、尊厳が守られた生活を送るこ

とができるまちづくりをめざします。 

２２  

   地域に根ざしたふれあい・助けあい・支えあいのまちづくり 
 身近な地域における住民同士のふれあい・助けあい・支えあいが、すべての住民の住

み慣れた家庭・地域での暮らしを継続する支えとなるような「地域福祉」が推進される

まちづくりをめざします。 

３３  

斑鳩町がめざす 2025 年の高齢社会像 
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３．施策の目標 

 

 
 

 今後増加が予想される高齢者福祉のニーズを見据え、支援を必要とする高齢者とその家族がいち早

く適切なネットワークにつながることができるように、地域包括支援センターが住民に身近な相

談・支援機関として親しまれるように浸透をはかるとともに、各種関係機関との連携によりセンター

機能を強化し、地域包括ケアシステムの深化をめざします。 

 医療と介護の連携をすすめ、必要な医療を受けながら在宅生活を継続できる環境や、「もしも」の

ときも必要な支援や医療を円滑に受けられる環境を整えます。 

 高齢者が要介護状態等となることを防ぎ、自立した生活を送ることができるよう支援するため、

介護予防・日常生活支援総合事業の提供体制の充実・強化をはかります。 

 

 

 地域包括ケアシステムの推進にあたっては、健康づくりや疾病予防、介護予防という心身の健康

の保持・増進、要介護度の重度化防止に着目するだけでなく、高齢者がよりよく暮らすことがで

きる生活全般にわたる支援も視野に入れた介護予防事業を推進し、高齢者一人ひとりが主体的な

健康づくり・介護予防に取り組むことにより、介護が必要な状態への移行を防ぎます。 

 高齢者一人ひとりの心身の状態や地域との関わり、社会参加の状況等を包括的に把握し、効果的

な支援を行うケアマネジメントに努めます。 

 要支援１または２と認定された要支援者に対しては、要介護度の重度化を防止し、自立生活の促進に

つなげるため、介護予防と生活機能の向上を重視した介護予防サービス（予防給付）を提供します。 

 

 

 在宅・施設のサービスに関係なく、高齢者一人ひとりの尊厳を守り、サービスの利用により生活

の質を高め、高齢者の生活機能の保持・改善につなげます。 

 高齢者一人ひとりの健康やくらしの実態を適確に把握し、真に必要なサービスを効果的に提供で

きるよう、要介護認定からサービスの提供、提供サービスの利用による効果の評価など、適切な

ケアマネジメントを推進します。 

 地域密着型サービスでは、本町での新たなニーズや、利用が適当と考えられる要介護者の把握等

に努め、必要なサービスの確保にむけた取組みを推進します。 

 

 

 地域包括ケアシステムを基盤に、認知症高齢者にやさしい地域づくりをめざし、すべての高齢者

の人権が尊重され、尊厳と権利を守るための取組みを推進することで、高齢者と介護を担う家族

が安心して地域での生活や就労が継続できる環境を整えます。 

 認知症は誰でもなりうる身近な病気として認知症の正しい理解を啓発し効果的な認知症予防を推

進するとともに、行政、民間、地域住民等の地域のさまざまな主体が、認知症の方とその家族へ

の適切な対応や見守りができる地域づくりをめざします。 

 認知症が疑われる場合の認知症の早期発見・早期治療体制の充実および症状に応じた切れ目のな

い医療・介護の提供に努めます。 

１ 地域包括ケアシステムの推進 

２ 健康寿命の延伸をめざした健康づくり・介護予防の強化 

 

３ 心身の状態に応じた適切で効果的な介護サービスの提供 

 

４ 認知症高齢者が地域で安心して暮らせる支援体制の充実 
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 認知症は高齢者だけの病気ではなく、65 歳未満で発症する場合は若年性認知症と呼ばれ、就労

の継続や社会参加への影響は大きくなっています。若い世代にむけては認知症高齢者との関わり

方を学ぶだけでなく、自身が若年性認知症となったときに受けられる支援や相談窓口についても

周知を推進します。 

 

 

 高齢者一人ひとりのくらしの実態や心身の状態に応じた、必要な支援・サービスを適切に組み合

わせたケア体制の充実に努めます。 

 高齢者に配慮した住環境の整備、既存住宅のバリアフリー化をはかり、高齢者が住み慣れた地域

で生活し、介護を受けられる環境の整備に努めます。 

 高齢者の在宅生活における安全・安心の確保をはかるため、平常時の見守り・声かけをはじめ、災

害等緊急時における緊急通報や安否確認・救助体制の充実にむけた関係機関の連携をはかります。 

 地域住民や民生委員、ケアマネジャー等との連携により、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世

帯等、日常的な見守りや安否確認が特に必要な高齢者の把握に努め、個々の実態やニーズに応じ

た支援・サービスを提供する体制づくりに努めます。 

 介護を担う家族が安心して介護を行うことができ、また就労を継続することができるように、適

切な介護方法の習得や負担の軽減に資する事業を推進します。 

 

 

 高齢者が長年培ってきた経験や技能を活かし、社会・地域とのつながりを維持しながら、さまざま

な活動への参加を通じてさらなる自己実現をはかり、生きがいを高められるよう、就労、生涯学習、

スポーツや文化活動、ボランティア活動など多様な活動・社会参加の機会の充実をはかります。 

 多様な活動・社会参加が地域に根ざしたものとなり、多くの住民が参加して活発に行われるもの

となるように、また、地域で孤立したり自宅に閉じこもったりすることを防止するため、地域住

民とのふれあいや交流が活発に行われるように、活動の場の確保・提供に努めます。 

 

 

 行政や民生委員・児童委員、高齢者福祉サービスの提供事業所、ＮＰＯ、ボランティア等、高齢

者や介護を担う家族の支援に関わる関係機関が緊密に連携し、地域包括ケアシステムの体制強化

をはかります。 

 地域包括支援センターを地域包括ケアシステムの中核に位置付け、高齢者やその家族の生活・介護

に関する不安の解消、必要な制度・サービスの利用等に結びつけるため相談支援体制を強化します。 

 家庭や介護保険施設等における高齢者への虐待や、身体拘束等の高齢者の人権を侵害する行為を

なくすための啓発・情報提供を行います。また虐待事案の早期発見・早期対応のための通報・問

題解決体制を築きます。 

 認知症高齢者等の判断能力が十分でない高齢者が、各種サービスの利用において権利を侵害され

たり、不利益を被ることがないように高齢者の権利擁護にむけて、成年後見制度の消費生活の相

談窓口を周知します。 

 介護保険制度の持続性・信頼性の確保にむけて、サービス利用者の適切なケアマネジメントと、

介護給付等に要する費用の適正化を推進します。 

５ 住み慣れた環境での自立生活の支援 

 

６ 社会参加と生きがいづくりの支援 

 

７ 暮らしと健康の安心を支える総合的な支援体制の充実 
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計画の具体的な取組み 

 

１．地域包括ケアシステムの推進 

（１）地域包括ケアシステムの推進・深化 

 今後１人暮らしの高齢者や高齢夫婦のみ世帯の増加が予想されるため、高齢期を地域で安心して過ご

すための相談・支援機関として地域包括支援センターが住民に親しまれるように、センターの周知と機

能強化に取り組みます。また、心身の状態に不安がある時や緊急時・災害時等、「もしも」の場合に必要

な支援や医療が円滑に受けられるよう、介護と医療の連携体制を強めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域包括支援センターの機能強化と地域ケア会議の充実 

（ア）地域包括支援センターとの連携強化 

（イ）地域包括支援センター職員の確保と資質の向上 

（ウ）地域ケア会議の開催とケアマネジメント力の向上 

②在宅医療・介護連携の推進 

（ア）在宅医療と介護の連携  （イ）在宅医療サービスの普及・啓発 

③介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

（ア）介護予防・生活支援サービス事業 

・訪問型サービス    ・通所型サービス 

・その他の生活支援サービス  ・介護予防ケアマネジメント 

（イ）一般介護予防事業 

・介護予防把握事業   ・介護予防普及啓発事業 

・地域介護予防活動支援事業  ・一般介護予防事業評価事業 

・地域リハビリテーション活動支援事業 

④高齢者の居住安定に係る施策の推進 

（ア）高齢者が住み慣れた地域で生活し、介護を受けられる環境の整備 

 

介護予防・日常生活支援総合事業： 

市町村が中心となり地域の実情に応じて実施するもので、本町では平成 29 年度に事業を開始

しました。高齢者が要介護状態等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

にも可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるように支援しています。 

生き生きプラザ斑鳩内に、

地域包括支援センターを

設置しています。 
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２．健康寿命の延伸をめざした健康づくり・介護予防の強化 

（１）健康づくりの定着と疾病予防の強化 

 高齢者だけでなく、壮年期から一人ひとりが健康づくり・生活習慣病予防に対する自覚を持ち、可能

な限り介護を必要としない状態を保つために「自らの健康は自らつくる」ための主体的・継続的な取組

みにむけた支援を行います。 

 

 

 

 

（２）介護予防の推進 

 地域の実情に応じて介護予防・日常生活支援総合事業を実施し、保健医療福祉分野の事業やサービス

に限らず、健康な高齢者を含む地域住民やＮＰＯ等の多様な主体が参画するさまざまな介護予防を推進

します。また、対象者一人ひとりにあったプランが作成され、適切な支援が行えるように、保健・福祉・

医療・介護の連携に努めます。 

 

 

 

 

（３）要介護状態の改善・悪化防止をめざした介護予防サービス 

 サービスの提供にあたっては、利用者の状態像の特性をふまえ、「自分でできることはできる限り自分

で行う」ことができるように支援し、要介護状態への移行・心身の状態の重度化の防止に資する介護予

防、在宅での自立生活の促進につながるサービス内容の提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護予防訪問介護    ・介護予防訪問入浴介護 

・介護予防訪問看護    ・介護予防訪問リハビリテーション 

・介護予防居宅療養管理指導   ・介護予防通所介護 

・介護予防通所リハビリテーション  ・介護予防短期入所生活介護 

・介護予防短期入所療養介護   ・介護予防特定施設入居者生活介護 

・介護予防福祉用具貸与    ・特定介護予防福祉用具販売 

・介護予防住宅改修費の支給   ・介護予防支援 

・介護予防認知症対応型通所介護  ・介護予防小規模多機能型居宅介護 

・介護予防認知症対応型共同生活介護 

①「第２期斑鳩町健康増進計画」の推進  ②「斑鳩町食育推進計画」の推進 

（ア）「第２期斑鳩町健康増進計画」の推進 （ア）「斑鳩町食育推進計画」の推進 

①介護予防・生活支援サービス事業の実施 ②介護予防ケアマネジメント事業 

（ア）介護予防・日常生活支援総合事業の実施 （ア）介護予防ケアマネジメント事業 
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３．心身の状態に応じた適切で効果的な介護サービスの提供 

（１）介護予防と自立生活を支援する居宅サービス 

 介護サービス全般の提供にあたっては、要介護状態にあっても専ら「介護」を重視するのではなく、

「介護予防」の観点も重視したサービス提供を行うことで要介護状態の重度化を食い止め、在宅での自

立生活の継続を促進するサービス提供に努めます。特に、地域包括ケアの推進にあたっては、住み慣れ

た家庭・地域での生活・介護を支える観点から、要介護者一人ひとりのニーズ、心身の状態やくらしの

実態を十分に反映させたサービスの提供をはかるため、適切なケアマネジメントを行います。 

 また、要介護認定者が増加傾向にあることに加え、在宅生活を希望する高齢者が多い傾向にあること

から、在宅介護サービスに対する需要は今後も高まるものと予想されます。要介護者の動向やニーズを

的確に把握しながら、必要なサービス基盤の整備にも努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）個人の生活と心身の状態をふまえた施設サービスや地域密着型サービス 

 従来から整備している地域密着型サービスに加え、住民のニーズやこれらのサービスを必要とする要

介護者の状態像の把握、これらのサービス提供が可能なサービス事業者の状況等を把握しながら、整備

のあり方について検討をすすめます。 

 また、在宅介護を重視しているなかにあっても、ひとり暮らし高齢者など在宅生活・介護が困難な要

介護者が安心して施設サービスを受けることができるように、高齢者の尊厳が保たれた介護環境の充実

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・訪問介護     ・訪問入浴介護 

・訪問看護     ・訪問リハビリテーション 

・居宅療養管理指導    ・通所介護 

・通所リハビリテーション   ・短期入所生活介護 

・短期入所療養介護    ・特定施設入居者生活介護 

・福祉用具貸与     ・特定福祉用具販売 

・居宅介護住宅改修費の支給   ・居宅介護支援 

①地域密着型サービスの提供 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護  ・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護   ・認知症対応型共同生活介護 

・地域定着型通所介護 

②施設サービスの提供 

・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    ・介護医療院 
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４．認知症高齢者が地域で安心して暮らせる支援体制の充実 

（１）認知症ケア・認知症高齢者の支援の推進 

 本町では、医療、介護および生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知

症の人およびその家族に対する支援体制の構築を推進するため、第６期計画において認知症ケアパスを作

成しました。今後も支援体制の充実と強化に努め、認知症の容態の変化に応じて、適時・適切に切れ目な

く、その時の容態にもっともふさわしい場所で医療・介護等が提供できるしくみの実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

（２）認知症に関する啓発・認知症予防の取組みの推進 

生活習慣に起因する脳梗塞や脳出血の予防も認知症につながることから、健康診査の受診やかかりつけ

医を持ち、健康管理の必要性について継続的に普及・啓発を行う必要があります。また、認知症高齢者

に対する虐待や介護放棄、介護における身体拘束等、不適切な介護や認知症高齢者の人権を侵害する行

為をなくすため、高齢者虐待防止法に関する啓発や虐待の早期発見・早期対応体制の構築・充実に努め

ます。 

 

 

 

 

 

（３）認知症施策の推進 

 高齢者が、認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続できるように、医療、介護および生活支援

等のサービスが一体的に提供される支援体制の構築に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①認知症の人およびその家族に対する支援体制の構築 

・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 

・徘徊高齢者家族支援サービス（地域支援事業） 

・介護予防教室の開催 

①認知症に関する正しい知識の普及  ③高齢者虐待の防止に向けた啓発 

（ア）認知症に関する正しい知識の普及  （ア）高齢者虐待の防止に向けた啓発 

②認知症の予防     ④相談体制 

（ア）認知症の予防    （ア）相談体制 

①認知症初期集中支援チームの設置  ③認知症サポーター養成の推進 

（ア）認知症初期集中支援チームの設置  ④若年性認知症施策の推進 

②認知症地域支援推進員の設置   ⑤認知症の人の介護者への支援 

（ア）認知症地域支援推進員の設置  ⑥認知症の人を含む高齢者にやさしい 

地域づくりの推進 

本町では認知症の人とその家

族が住み慣れた地域で安心し

て暮らすために、状態や症状

に応じて、受けられる支援や

サービスの内容をまとめた

リーフレットとして「認知症

ケアパス」を作成しています。 
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５．住み慣れた環境での自立生活の支援 

（１）在宅での自立生活の支援・地域でのふれあいの推進 

 地域包括ケアシステムの推進をはかるため、介護保険サービスをはじめ、福祉・医療サービス等も含

めたさまざまな支援・サービスを効果的・適切に組み合わせて提供していきます。また、在宅介護を担っ

ている家族は要介護度が上がるにつれて在宅生活の継続に不安を感じたり、介護者の就労継続に不安を

感じる方も増える傾向にあることから、高齢者の在宅生活と家族による在宅介護の両方が安心して継続

できる体制の充実をはかります。 

 

 

 

 

 

（２）外出の支援 

 高齢者の利便性と地域特性をふまえた外出支援サービスを展開します。 

 

 

 

 

 

（３）家族介護者に対する支援 

 家族介護者が安心して在宅介護を継続できるように、適切な介護方法の習得、介護における負担の軽

減に資する事業を提供するとともに、家族介護者に対する支援を通じて、介護を必要とする高齢者の在

宅生活の継続、生活の質の向上をめざして事業を推進します。 

 

 

 

 

 

（４）生活環境（住環境、都市環境）の整備 

 高齢者が安心して快適に暮らすことができる居住環境の改善・整備に努めます。また、公共施設や道

路等のバリアフリー化を推進し、高齢者だけでなく、誰もが安心して快適に外出し、利用できる都市環

境の整備にも努めます。さらに、災害時における避難・援護体制の充実が必要であることから、防災に対

する知識の向上や、要配慮者施設も含め災害時の情報伝達・避難行動体制の拡充をはかります。 

 

 

 

 

・軽度生活援助事業    ・訪問理美容サービス事業 

・愛の訪問サービス事業    ・老人日常生活用具給付等事業 

・緊急通報装置貸与事業（地域支援事業） ・住宅改修支援事業（地域支援事業） 

・配食サービス（地域支援事業） 

①リフト付きマイクロバスの運行  ③高齢者等外出支援事業 

（ア）リフト付きマイクロバスの運行  （ア）高齢者等外出支援事業 

②コミュニティバスの運行 

（ア）コミュニティバスの運行 

①家族介護者支援事業 

・家族介護教室    ・家族介護用品の支給 

・家族介護慰労金の支給   ・徘徊高齢者家族支援サービス 

②在宅ねたきり老人介護手当支援事業 

①町営住宅の整備    ③公共施設や道路のバリアフリー化の推進 

（ア）町営住宅の整備    （ア）公共施設や道路のバリアフリー化の推進  

②住宅改修に関する支援    ④防災施策の推進 

（ア）住宅改修に関する支援   （ア）防災施策の推進 



10 

 

６．社会参加と生きがいづくりの支援 

（１）地域でのふれあい・交流の促進 

 生きがいや社会との関わりを持つことが健康づくりや介護予防にもつながることから、高齢者がさま

ざまなかたちで地域・社会との関わりを持つことが重要です。高齢者が「支えられる側」から地域活動

の担い手としても活躍できるように、地域活動への参加機会の拡充に努めます。 

 

 

 

 

 

（２）生涯学習・生涯スポーツの推進 

 高齢者のニーズに応じたさまざまな分野の学習・文化活動の機会を提供するとともに、同世代・異世

代間での交流を視野に入れたスポーツの機会も提供することで、高齢者が多くの住民とのふれあい・交

流のなかで生きがいを高め、自己実現をはかることができるように、多様な価値観やニーズに対応した

魅力ある生涯学習・生涯スポーツを提供していく必要があります。 

 

 

 

 

 

（３）就労、ボランティア活動への参加の促進 

 高齢者が長年培ってきた経験や技能を活かして、就労やボランティア活動などに意欲的に取り組むこ

とができるように、就労やボランティア活動に関する情報の把握と提供、機会の充実・確保に努めます。 

 

 

（４）活動の場の提供 

 趣味や教養、スポーツ、ボランティア活動等、住民による自主的なさまざまな活動が地域に根ざした

ものとなり、かつ多くの住民が参加し活発に行われるようにするために、町内の各種施設を活動の場と

して提供します。また、高齢者の生きがいづくり、社会参加をより一層すすめることは結果として本人

の介護予防・健康づくりにつながります。住民によるさまざまな自主活動を支援し、特に高齢者の生き

がいづくり、住民による主体的な健康づくり・介護予防に資する活動の活性化をはかります。 

 

 

 

 

 

 

①慶祝事業の実施 

（ア）百歳慶祝事業    （イ）米寿慶祝事業 

（ウ）結婚 50年慶祝事業   （エ）敬老式典の開催 

②高齢者優待利用券および高齢者優待券の交付 

（ア）高齢者優待利用券および高齢者優待券の交付 

③老人クラブの活動 

①斑鳩町総合保健福祉会館「生き生きプラザ斑鳩」 

（ア）斑鳩町総合保健福祉会館「生き生きプラザ斑鳩」 

②斑鳩町ふれあい交流センター「いきいきの里」 

（ア）斑鳩町ふれあい交流センター「いきいきの里」 

③老人憩の家 

（ア）老人憩の家 

④公民館の活用 

（ア）公民館の活用 

⑤斑鳩町文化振興センター（いかるがホール） 

（ア）斑鳩町文化振興センター（いかるがホール） 

①公民館教室・生涯学習講座の運営  ④高齢者スポーツ・文化活動の振興 

（ア）公民館教室・生涯学習講座の運営  （ア）高齢者スポーツ・文化活動の振興 

②高齢者の学習・社会参加活動の推進  ⑤高齢者軽スポーツの普及 

（ア）高齢者の学習・社会参加活動の推進 （ア）高齢者軽スポーツの普及 

③図書館の充実 

（ア）図書館の充実 

①シルバー人材センター    ②ボランティア活動への支援 

（ア）シルバー人材センター   （ア）ボランティア活動への支援 
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７．暮らしと健康の安心を支える総合的な支援体制の充実 

（１）地域ケアを支える総合的な拠点 

 地域包括ケアシステムの推進の理想的な単位として日常生活圏域が想定されていることから、本町で

は全町的な取組みを推進します。また、高齢者やその家族に対する総合相談・支援の窓口として、地域

包括支援センターの機能強化をはかり、地域包括ケアの推進にむけて、地域包括支援センターを中心と

した保健・福祉・医療・介護などの関係機関・社会資源の連携強化に努めます。 

 

 

 

 

（２）安心して支援・サービスを利用できる体制の構築 

 介護保険サービスや高齢者福祉サービス等の、各種支援・サービスに関する情報提供においては、特

定の情報提供媒体に偏ることなく、高齢者にとって利便性が高く、わかりやすい媒体を活用して提供し

ていきます。また、高齢者の権利擁護にむけて、成年後見制度等、各種制度の周知と利用促進をはかる

とともに、消費生活等において被害に遭った場合の相談窓口等の周知をはかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）介護給付適正化事業（地域支援事業） 

 介護給付の適正化をはかることは、介護保険制度の信頼性を高めることとなり、また、介護給付費や

介護保険料の増大を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。このた

め、「ケアプランチェック」、「医療費情報との突合」、「縦覧点検」、「福祉用具購入・貸与・住宅改修に関

する調査」を行い、介護給付の適正化をはかります。また、介護保険給付通知を年３回サービス利用者

に送付し、通知内容通りのサービスの提供を受けたか、支払った利用者負担額と相違がないか等の確認

を促します。 

取組み 実施目標例 
平成 30 
（2018） 
年度 

平成 31 
（2019） 
年度 

平成 32 
（2020） 
年度 

要介護認定の適正化 認定調査の点検 実施 実施 実施 

ケアプランの点検 ケアプラン点検 実施 実施 実施 

縦覧点検・医療情報との

突合 

国保連への委託、データを

活用した突合 
毎月実施 毎月実施 毎月実施 

介護給付費通知 給付費通知同封文書の検討 年３回 年３回 年３回 

①地域包括支援センターの機能強化 

（ア）介護予防ケアマネジメント事業  （イ）総合相談・支援事業 

（ウ）虐待防止・権利擁護事業   （エ）包括的・継続的ケアマネジメント事業  

①成年後見制度利用支援事業（地域支援事業） 

（ア）成年後見制度利用支援事業（地域支援事業） 

②消費生活における安心の確保 

（ア）消費生活における安心の確保 

③住民への広報・情報提供 

（ア）サービス利用ガイド・パンフレットの作成・配布 

（イ）「広報いかるが」による定期的な情報提供 

④低所得者対策 

（ア）低所得者対策 

⑤サービス事業者情報の公表 
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第７期介護保険事業のサービス量等の見込み 

 

１．介護保険サービス等見込量の推計の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．被保険者数の将来推計 

（１）被保険者数の推計 

 本町では、平成 32 年まで第１号被保険者数は増加をしていき、平成 32 年から平成 37 年にかけて

減少に転じる見通しです。 

表 被保険者数の推計 

単位：人 

 
平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 平成 32年 平成 37年 

第１号被保険者 8,094  8,277  8,373  8,295  8,362  8,429  8,292  

 

65～69歳 2,345  2,459  2,259  2,007  1,894  1,782  1,477  

70～74歳 2,076  1,930  2,005  2,155  2,180  2,206  1,678  

75～79歳 1,567  1,641  1,759  1,748  1,809  1,869  2,005  

80～84歳 1,080  1,187  1,220  1,211  1,254  1,298  1,561  

85～89歳 653  693  747  731  759  785  958  

90歳以上 373  367  383  443  466  489  613  

第２号被保険者 9,110  9,008  9,060  9,011  8,979  8,946  8,803  

総数 17,204  17,285  17,433  17,306  17,341  17,375  17,095  

 

総人口、被保険者数、認定者数（実績値）、介護サービス（実績値） 実績値の整理 

認定者数、施設・居住系サービス利用者数（推計値）、 

在宅サービス利用者数（推計値）、 

在宅サービス利用回（日）数（推計値） 

要介護認定者数、

サービス利用者数

の将来推計 

介護サービス給付費（推計値） 給付費の将来推計 

保険料推計 保険料推計 

所得段階別第１号被保険者数・基準額に対する割合（第７期） 

所得段階別第１号被保険者数・基準額に対する割合（平成 37年度） 

保険料収納必要額 

保険料の推計に要する係数 

介護報酬の改定率 

地域区分に係る経過措置への対応 
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（２）要支援・要介護認定者数の将来推計 

 本町の要支援・要介護認定者は今後も増加が予想され、平成 32 年度には 1,616 人（第２号被保険

者含む）、平成 37 年度には 1,755 人となる見通しです。 

表 要支援・要介護認定者数の将来推計 

単位：人 

  平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 平成 32年 平成 37年 

総数 1,446  1,470  1,529  1,573  1,588  1,616  1,755  

 

要支援 1 208  206  231  239 240  242  261  

要支援 2 227  235  231 241 237  241  256  

要介護 1 209  228  265  267  271  275  301  

要介護 2 321  320  311  323  330  337  373  

要介護 3 209  214  202  208  213  219  237  

要介護 4 155  157  182  188  181  182  197  

要介護 5 117  110  107  107  116  120  130  

 

 

６．第７期介護保険事業に関する費用 

（１）予防給付費の見込額 
表 予防給付費の見込額 

（単位：千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 合計 

介護予防サービス 52,551  59,382  69,479  181,412 

地域密着型介護予防サービス 0  0  2,617  2,617   

介護予防支援 15,682  17,237  18,619  51,538   

予防給付費 計（Ａ） 68,233  76,619  90,715  235,567   

 

（２）介護給付費の見込額 
表 介護給付費の見込額 

（単位：千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 合計 

居宅サービス 862,783  919,730  1,006,316  2,788,829   

地域密着型サービス 235,033  287,400  367,279  889,712   

居宅介護支援 94,288  98,142  100,629  293,059 

施設サービス 691,843  726,742  769,426  2,188,011   

介護給付費 計（Ｂ） 1,883,947  2,032,014  2,243,650  6,159,611 
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（３）標準給付費の見込額 
表 予防給付の見込額 

（単位：円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 合計 

総給付費（Ａ+Ｂ=Ｃ） 1,952,180,000 2,108,633,000 2,334,365,000 6,395,178,000 

総給付費（一定以上所得者負担の調整

後）（Ｄ） 
1,950,796,251 2,131,633,964 2,387,733,640 6,470,163,855 

特定入所者介護サービス費等給付額 65,000,000 67,500,000 70,000,000 202,500,000 

特定入所者介護サービス費等給付額（資

産等勘案調整後）（Ｅ） 
65,000,000 67,500,000 70,000,000 202,500,000 

高額介護サービス費等給付額（Ｆ） 55,000,000 60,000,000 65,000,000 180,000,000 

高額医療合算介護サービス費等給付額（Ｇ）  5,000,000 5,500,000 6,000,000 16,500,000 

算定対象診査支払手数料（Ｈ） 2,698,000 2,840,000 2,982,000 8,520,000 

標準給付費（Ｄ+Ｅ+Ｆ+Ｇ+Ｈ=Ｉ） 2,078,494,251 2,267,473,964 2,531,715,640 6,877,683,855 

※端数処理のため、内訳の合計と「合計」欄の数値が一致しない場合がある。 
 

（４）地域支援事業費の見込額 
表 予防給付の見込額 

（単位 費用額：円、対介護保険給付費率：％） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 合計 

地域支援事業費

（Ｊ） 

費用額 135,000,000  140,000,000  146,000,000  421,000,000  

対介護保険給付

費率 
6.5 6.2 5.8 6.1 

 介護予防・日常生

活支援総合事業 
費用額 75,000,000  78,000,000  82,000,000  235,000,000  

包 括 的 支 援 事

業・任意事業 
費用額 60,000,000  62,000,000  64,000,000  186,000,000  

※対介護保険給付費率＝（費用額）÷（標準給付費） 
 

（５）介護保険事業の総費用 
表 介護保険事業の総費用 

（単位：円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 合計 

標準給付費（Ｉ） 2,078,494,251 2,267,473,964 2,531,715,640 6,877,683,855 

地域支援事業費（Ｊ） 135,000,000  140,000,000  146,000,000  421,000,000  

総費用（Ｉ+Ｊ） 2,213,494,251 2,407,473,964 2,677,715,640 7,298,683,855 
 

（６）市町村特別給付に対する考え方 

 市町村特別給付とは、法に定められている予防給付（介護予防サービス、地域密着型介護予防サービ

ス）・介護給付（在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス）以外に、市町村が条例で定めると

ころにより、訪問理美容サービスや軽度生活援助事業といったサービスを介護保険第１号被保険者の保

険料を財源として実施するサービスを指します。サービスの提供に必要な財源を介護保険第１号被保険

者の保険料に求めることから保険料が上昇し、被保険者に対して過度の負担になるおそれがあります。

そのため、本町では平成 30 年度から 32 年度までの第 7 期介護保険事業計画においては、市町村特別

給付を行わないこととします。



 

 

計画の推進にむけて 

 

１．計画の推進体制 

 本計画は、保健・福祉・医療・介護をはじめ、教育、就労、まちづくりなど多様な分野が関連する計

画です。 

 そのため、町内の関係各課はもちろん、関係団体等との協働・連携のもとで計画を推進していきます。 

 

（１）庁内関係各課の連携 

 本計画に関わる関係課は、介護保険や高齢者福祉の担当課だけでなく、保健や都市計画、生涯学習の

担当課など広範囲にわたります。 

 そのため、関係各課が緊密な連携と情報共有をはかりながら、計画の適正な推進と進捗管理を行って

いきます。 

 

（２）関係機関・団体との連携 

 本計画を推進し、明るく活力ある長寿社会を築いていくためには、行政だけでなく、住民や事業者、

関係団体等の役割も重要です。 

 そのため、斑鳩町社会福祉協議会や保健・福祉・医療の関係機関、サービス事業者、ボランティア団

体、老人クラブ、シルバー人材センター等との連携を強化し、役割分担と協働の基で計画を推進します。 

 

２．計画の進捗管理体制 

 介護保険制度の円滑な運営と充実をはかるためには、各年度における各介護保険サービス等の利用実

態、計画値に対する量的な達成状況等について点検し、分析・評価する必要があります。 

 そのため、「斑鳩町介護保険運営協議会」や「斑鳩町地域包括支援センター運営協議会」等を定期的

に開催し、施策や事業の進捗状況、公平な事業運営に関する点検・評価を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７期斑鳩町介護保険事業計画・高齢者福祉計画 
 

平成 30 年３月 

 

斑鳩町役場 健康福祉部 長寿福祉課 
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