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第１章 計画策定の基本的な考え方 

 

１．計画策定の趣旨 

 

団塊の世代が後期高齢者となる令和７（2025）年、さらに団塊ジュニア世代が 65

歳以上となる令和 22（2040）年に向けて、全国的な人口動向は、総人口・現役世代

人口が減少する一方、高齢者人口が増加のピークを迎えるとともに、介護ニーズの高

い 85 歳以上人口が急速に増加することが想定されています。 

しかしながら、本町における高齢者人口のピークは、令和４年と推計され、全国的な

動向よりも先行している状況です。 

また、本町では、これまで令和７（2025）年を見据え、第６期（平成 27～29 年

度）、第７期（平成 30～32 年度）の介護保険事業計画を通じて、地域包括ケアシステ

ムの構築と推進に努めてきました。 

そのため、本町においては、国の制度を活用しながらも、本町の特性にあった介護サ

ービスの基盤を整備していくことが重要となります。また、現役世代人口が減少する

一方で、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症高齢者の増加などにより、

複合的な支援が必要な高齢者が急激に増加することが見込まれるため、地域の高齢者

介護を支える人的基盤の確保についても検討していく必要があります。 

これらのことを踏まえ、第７期計画までに構築してきた地域包括ケアシステムをさ

らに深化・推進し、地域共生社会1の実現を目指していくものとして、本計画を策定し

ます。 

 

  

                                                   
1 地域共生社会：高齢者・障害者・子ども等、全ての人々が 1 人ひとりの暮らしと生きがいを、ともに創り、高め合う社会の

こと。 



2 

２．計画の位置づけ・期間 

 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定するもので

あり、本町における高齢者施策と介護保険事業の総合的・効果的な推進を図るもの

です。 

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第 20 条の８に基づき各市町村が策定する

こととされており、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体

制の確保に関して必要な項目を定めるものです。 

介護保険事業計画は、介護保険法第 117 条に基づき、介護保険サービスの基盤

整備、サービス量の見込みや確保、地域支援事業2の円滑な実施に関する事項を定

めるものです。 

また、「地域共生社会」の実現を目指して、高齢者・障がい者・児童を隔てずに、

福祉サービスをこれまでの「縦割り」から「丸ごと」とし、スムーズなサービス提

供や地域で支えるため、興部町障がい福祉計画等、各種関連計画との連携、整合性

を図るよう留意し策定します。 

 

 

（２）計画の期間 

本計画は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度の 3 か年を対象とし

て策定するものです。また、人口動向や介護需要については、令和 7（2025）年

度、令和 22（2040）年度を見据え、策定しています。 

  

                                                   
2 地域支援事業：要支援・要介護になる可能性のある高齢者を対象に、要支援・要介護状態になることを防止するためのサー

ビスや、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援するた

めの事業。 

地域包括ケア計画 

本計画 

第９期 

R6～8 

令和 7(2025)年 

団塊の世代が 75 歳に 

平成 27(2015)年 

団塊の世代が 65 歳に 

地域包括ケアシステムを 

構築するための 

点検・評価・改善の計画 

令和 22(2040)年 

団塊ジュニア世代が 

65 歳以上 

・・・・・ 

令和 7(2025)年 

地域包括 

ケアシステム 

構築目標年度 

地域の実情に合わせ 

深化・推進 地域包括ケアシステムを段階的に構築 

第８期 

R3～5 

第７期 

H30～32 

 

第６期 

H27～

29 

令和７（2025）年、令和 22（2040）年を見据えて 

・・・ 
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３．計画の策定体制 

 

（１）アンケート調査 

計画の策定に向け、住民の現状やご意見を詳しく把握し、計画に反映させること

を目的とし、一般高齢者及び要支援１・２認定者を対象とした「介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査」及び在宅の要支援１・２、要介護１～５認定者及び主な家族介

護者を対象とした「在宅介護実態調査」を令和２年６月に実施しました。 

 

（２）介護保険事業計画策定等委員会、部会 

本計画策定については、地域住民からの有識者で構成する「介護保険事業計画策

定等委員会」において行うこととします。 

また、策定過程における調査等については、庁内で組織する「計画策定部会」で

行うこととします。 

 

（３）北海道との連携 

本計画の策定及び推進にあたっては、北海道による広域的サービス調整との整合性

や保健医療福祉計画の圏域との一致を図る必要があることから、北海道オホーツク総

合振興局を中心とした遠紋高齢者保健福祉圏域連絡協議会において各関係機関と協議

を行い、連携を図ります。 

 

（４）PDCA サイクルの導入 

高齢者の自立支援や重度化防止の取組を推進するためには、「計画（Plan）」、「実

行（Do）」、「点検（Check）」、「改善（Act）」を繰り返し行う PDCA サイクルを

活用して市町村の保険者機能を強化していくことが重要であるとの視点から、市

町村が地域課題を分析し、地域の実情に即して、高齢者の自立支援や重度化防止の

取組に関する目標を計画に記載するとともに、目標に対する実績評価及び評価結

果の公表を行うこととされました。 

本計画においても各施策の取組実績及び提供体制等について、令和 7（2025）

年までの地域ケアシステムの構築に向けて、保険者機能強化推進交付金の評価を

活用しながら、実施状況の調査・分析を行い、計画目標・施策等の見直しを行って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

Do 
計画に基づき施策・ 

事業を実行 

Act 
計画の目標、施策等の 

見直し、改善 

 

Plan 
事業計画の策定 

（目標設定） 

Check 
実施状況の調査・ 

分析、点検 
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第２章 興部町の現況と今後の課題 

 

１．高齢者人口等の推移 

 

（１）高齢者人口の状況 

興部町の人口は、令和 2 年 10 月 1 日現在で 3,758 人（住民基本台帳人口）、

高齢化率 32.9％となっています。また、前期高齢者比率3が 15.6%、後期高齢者

比率4が 17.3%と、後期高齢者比率のほうが高くなっています。 

今後も人口は減少傾向、高齢化率は増加傾向が続き、計画最終年度の令和５年に

は、総人口 3,659 人、高齢化率 34.0%、前期高齢者比率は 15.3％、後期高齢者

比率は 18.7％になると見込んでいます。 

また、高齢者人口は、第８期計画期間中の令和４年にピークを迎える一方、より

介護が必要な後期高齢者人口の比重が高まり続けることが見込まれます。 

 

単位：人 

 実績 推計 

 

平成 

29 年 

平成

30 年 

令和 

元年 

令和 

2 年 

令和 

3 年 

令和 

4 年 

令和 

5 年 

令和 

7 年 

令和 

22 年 

0～64 歳 （人） 2,666 2,602 2,562 2,520 2,485 2,453 2,415 2,335 1,943 

65～74 歳 （人） 574 572 582 587 601 573 561 540 396 

75 歳以上 （人） 663 665 660 651 648 676 683 699 603 

65 歳人口計（人） 1,237 1,237 1,242 1,238 1,249 1,249 1,244 1,239 999 

総人口 （人） 3,903 3,839 3,804 3,758 3,734 3,702 3,659 3,574 2,942 

高齢化率 31.7% 32.2% 32.6% 32.9%  33.4% 33.7% 34.0% 34.7% 34.0% 

 うち前期高齢者 14.7% 14.9% 15.3% 15.6% 16.1% 15.5% 15.3% 15.1% 13.5% 

 うち後期高齢者 17.0% 17.3% 17.4% 17.3% 17.4% 18.3% 18.7% 19.6% 20.5% 

（資料）実績：住民基本台帳人口（各年９月末） 

推計：住民基本台帳人口（平成 29 年～令和元年各年９月末）に基づく、コーホート変化率法5による推計値 

 

 

  

                                                   
3 前期高齢者比率：総人口に対する 65～74歳までの方の割合。 
4 後期高齢者比率：総人口に対する 75歳以上の方の割合。 
5 コーホート変化率法：各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口

を推計する方法。この「コーホート」とは、同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団のことを指す。０歳人口について

は、女性子ども比（「０歳児の数 ÷ 母親となり得る女性（15歳～49歳）の人口」）から推計。 
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■総人口、高齢化率の推移■ 

 

 

 

■前期高齢者、後期高齢者別人口の推移■ 

 

 
 

  

14.7% 14.9%
15.3% 15.6% 16.1%

15.5% 15.3% 15.1%

13.5%

17.0% 17.3% 17.4% 17.3% 17.4%
18.3% 18.7%

19.6%
20.5%

10%

15%

20%

25%

平成29年 30年 令和元年 2年 3年 4年 5年 7年 22年

65～74歳

75歳以上

実績値 推計値
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（２）高齢者の世帯状況 

興部町の総世帯数は、年度によって増減があるものの、減少傾向にあります。 

令和 2 年度の 65 歳以上の高齢者のいる世帯は、858 世帯で総世帯数の47.5％、

一人暮らしの高齢者のいる世帯数は 274 世帯で総世帯数の 15.2％、高齢者夫婦

世帯は 293 世帯で総世帯数の 16.2％となっています。 

 

■高齢者を含む世帯数・割合の推移■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：世帯 

区分 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

総世帯数 1,863  1,827  1,813  1,816  1,777  1,805  

高齢者のいる世帯数 895  887  865  873  870  858  

構成比（％） 48.0% 48.5% 47.7% 48.1% 49.0% 47.5% 

一人暮らしの高齢者のいる世帯数 263  267 259  264  269  274  

構成比（％） 14.1% 14.6% 14.3% 14.5% 15.1% 15.2% 

高齢者夫婦世帯数 284  292 301  317  296  293  

構成比（％） 15.2% 16.0% 16.6% 17.5% 16.7% 16.2% 

（資料）住民基本台帳人口（各年４月１日） 
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２．要介護（支援）認定者の推移 

 

令和２年の第１号被保険者における要支援・要介護認定者数は 247 人で、「要

介護１」が最も多く、「要支援１」から「要介護１」の認定者が全体の半数以上を

占めています。 

認定者数は微増傾向にあり、計画最終年度の令和５年には、256 人になると見

込んでいます。 

 

■第１号被保険者における要支援・要介護認定者数の推移■ 

 

単位：人 

  実績 推計 

  

平成

30 年 

令和 

元年 

令和 

2 年 

令和 

3 年 

令和 

4 年 

令和 

5 年 

令和 

7 年 

令和 

22 年 

要支援 
１ 36  43  45 45 45 46 45 42 

２ 28  25  28 28 29 29 32 29 

要介護 

１ 58  61  57 56 57 58 61 54 

２ 34  28  34 34 35 35 37 34 

３ 19  24  26 27 28 28 30 31 

４ 35  30  34 35 36 36 40 38 

５ 17  20  23 24 24 24 25 27 

計 227  231  247 249 254 256 270 255 

（資料）地域包括ケア「見える化」システムに基づく 

  

36 43 45 45 45 46 45 42 

28 25 28 28 29 29 32 29 

58 61 57 56 57 58 61 
54 

34 28 34 34 35 35 37 
34 

19 24 26 27 28 28 30 
31 

35 30 
34 35 36 36 

40 
38 

17 20 
23 24 24 24 

25 
27 227 231 

247 249 254 256 
270 

255 

18.4% 18.6%
19.9% 19.9% 20.3% 20.6%

21.8%

25.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

50

100

150

200

250

300

350

平成30年令和元年 2年 3年 4年 5年 7年 22年

【人】
要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率

実績値 推計値
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  ■要支援状態または要介護状態の目安■ 

介護度 心身の状態（※あくまでも目安です。） 

自立 
歩行や起き上がりなどの日常生活動作を自分で行う事ができ、金銭管理、薬

の内服、電話の利用などを概ね行う能力がある。 

要支援１ 
日常生活を送る上での基本的動作はほぼ自分で行う事ができるが、家事や

買い物などの身の回りの世話の一部に何らかの支援が必要な状態。 

要支援２ 
要支援１の状態から、炊事、調理など行う能力がわずかに低下し、部分的な

介護が必要となる状態。 

要介護１ 
要支援２の状態から、買い物、炊事、調理などを行う能力がわずかに低下

し、立ち上がりに支えが必要な身体面の介護が必要となる状態。 

要介護２ 
要介護１の状態に加え、食事や排泄に見守りが必要なことがあり、身の回り

の全般的な介助や歩行に支えが必要な状態。 

要介護３ 
要介護２の状態と比較して、排泄や身の回りの世話、立ち上がりにほぼ全面

的な介護が必要な状態。 

要介護４ 
要介護３の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を

営む事が困難な状態。 

要介護５ 
要介護４の状態よりさらに動作能力が低下しており、食事が全介助になる

など介護なしには日常生活を行う事がほぼ不可能な状態。 
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３．介護給付費等の推移 

 

（１）サービス別給付費 

第７期計画における興部町の介護保険給付実績と計画値を比較したものが、次

の表です。 

全体としては、実績値は計画値を大きく超えていませんが、サービス別にみると、

平成 30 年度は「福祉用具貸与」、令和元年度は「福祉用具貸与」、「訪問看護」、「短

期入所生活介護」が計画値を上回っています。 

 

■サービスごとの給付実績と第７期計画値の比較■ 

単位：円 

  平成 30年度 令和元年度 

  計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

小計 128,788,000 133,585,420 103.7% 128,846,000  132,037,266  102.5% 

介護老人福祉施設 106,666,000 109,781,508 102.9% 106,714,000  102,955,524  96.5% 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
0 0 - 0  0  - 

介護老人保健施設 22,122,000 22,092,607 99.9% 22,132,000  23,527,922  106.3% 

介護医療院 0 0 - 0  2,267,128  - 

介護療養型医療施設 0 1,711,305 - 0  3,286,692  - 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

小計 2,763,000 2,785,734 100.8% 2,764,000  2,689,623  97.3% 

特定施設入居者生活介護 2,763,000 2,785,734 100.8% 2,764,000  2,689,623  97.3% 

地域密着型特定施設入居者生

活介護 
0 0 - 0  0  - 

認知症対応型共同生活介護 0 0 - 0  0  - 

在
宅
サ
ー
ビ
ス 

小計 111,651,000 90,067,872 80.7% 115,936,000  112,149,340  96.7% 

訪問介護 40,530,000 32,092,390 79.2% 40,548,000  41,541,564  102.5% 

訪問入浴介護 0 0 - 0  0  - 

訪問看護 2,929,000 2,179,855 74.4% 2,975,000  4,252,912  143.0% 

訪問リハビリテーション 1,737,000 511,878 29.5% 1,800,000  290,709  16.2% 

居宅療養管理指導 1,189,000 1,007,472 84.7% 1,189,000  837,720  70.5% 

通所介護 23,633,000 16,137,191 68.3% 27,152,000  15,962,290  58.8% 

地域密着型通所介護 0 271,348 - 0  0  - 

通所リハビリテーション 821,000 529,614 64.5% 817,000  746,437  91.4% 

短期入所生活介護 9,915,000 8,683,580 87.6% 10,000,000  17,343,477  173.4% 

短期入所療養介護（老健） 731,000 0 0.0% 796,000  898,254  112.8% 

短期入所療養介護（病院等） 0 0 - 0  0  - 

福祉用具貸与 5,203,000 5,710,897 109.8% 5,125,000  5,885,504  114.8% 

特定福祉用具販売 720,000 703,999 97.8% 720,000  698,487  97.0% 

住宅改修 1,920,000 1,505,920 78.4% 1,920,000  1,075,629  56.0% 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 
0 1,422,934 - 0  1,272,394  - 

夜間対応型訪問介護 0 0 - 0  0  - 

認知症対応型通所介護 10,577,000 7,212,245 68.2% 10,974,000  7,859,876  71.6% 

小規模多機能型居宅介護 0 188,656 - 0  1,227,428  - 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 - 0  0  - 

介護予防支援・居宅介護支援 11,746,000 11,909,893 101.4% 11,920,000  12,256,659  102.8% 

（資料）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）  
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（２）第６期計画給付実績（年平均）の比較 

第６期計画の期間（平成 27 年～平成 29 年）の実績値平均値と、平成 30 年

度、令和元年度実績とを比較したのが次の表です。 

第６期平均値と比べ、施設サービスの給付費計は増加した一方、居住系サービス

の給付費計は減少しています。また、在宅サービスの給付費計は、平成 30 年度は

減少したものの、令和元年度は増加しています。 

 

■平成 30 年、令和元年度実績と第６期計画給付実績（年平均）の比較■ 

単位：円 

  第 6期 実績 第 6期の増減 

  平均値 H30年 R 元年 H30年 R 元年 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

小計 122,425,375  133,585,420  132,037,266  増 増 

介護老人福祉施設 100,813,605  109,781,508  102,955,524  増 増 

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 
0  0  0  減 減 

介護老人保健施設 17,977,032  22,092,607  23,527,922  増 増 

介護医療院 - 0  2,267,128  - - 

介護療養型医療施設 3,634,738  1,711,305  3,286,692  減 減 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

小計 4,164,911  2,785,734  2,689,623  減 減 

特定施設入居者生活介護 3,914,360  2,785,734  2,689,623  減 減 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0  0  0  減 減 

認知症対応型共同生活介護 250,551  0  0  減 減 

在
宅
サ
ー
ビ
ス 

小計 92,639,852  90,067,872  112,149,340  減 増 

訪問介護 32,017,260  32,092,390  41,541,564  増 増 

訪問入浴介護 0  0  0  減 減 

訪問看護 2,156,709  2,179,855  4,252,912  増 増 

訪問リハビリテーション 543,750  511,878  290,709  減 減 

居宅療養管理指導 583,134  1,007,472  837,720  増 増 

通所介護 22,407,648  16,137,191  15,962,290  減 減 

地域密着型通所介護 28,256  271,348  0  増 減 

通所リハビリテーション 450,282  529,614  746,437  増 増 

短期入所生活介護 7,780,049  8,683,580  17,343,477  増 増 

短期入所療養介護（老健） 546,243  0  898,254  減 増 

短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  減 減 

福祉用具貸与 4,094,270  5,710,897  5,885,504  増 増 

特定福祉用具販売 589,451  703,999  698,487  増 増 

住宅改修 1,775,826  1,505,920  1,075,629  減 減 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  1,422,934  1,272,394  増 増 

夜間対応型訪問介護 0  0  0  減 減 

認知症対応型通所介護 7,196,730  7,212,245  7,859,876  増 増 

小規模多機能型居宅介護 0  188,656  1,227,428  増 増 

看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  減 減 

介護予防支援・居宅介護支援 12,479,663  11,909,893  12,256,659  減 減 

（資料）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）  
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４．興部町の現状と課題に関する調査 

 

（１）調査の概要 

本計画の策定に当たって、住民の皆様の現状やご意見を詳しく把握し、計画に反

映させることを目的とし、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「在宅介護

実態調査」を実施しました。 

 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 

調査目的 

身体機能低下、閉じこもり、認知症等

の要介護度の悪化につながるリスク要

因、高齢者の生活状況や社会参加状況

などを把握する 

高齢者等の適切な在宅生活の継続と家

族等介護者の就労継続の実現に向けた

介護サービスのあり方を検討するた

め、家族等が行っている介護状況、在宅

生活の継続に必要とされる支援・サー

ビスなどを把握する 

調査対象 一般高齢者及び要支援１・２認定者 
在宅の要支援１・２、要介護１～５認定

者及び主な家族介護者 

調査期間 令和 2 年 6 月 1 日～6 月 16 日 令和 2 年 6 月 1 日～6 月 16 日 

調査方法 郵送による調査 
郵送又は認定調査員による聞き取りに

よる調査 

配付数 1,100 票 119 票 

回収数 667 票 66 票 

回収率 60.6％ 55.5％ 
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（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に基づくリスク判定分析 

国の「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施の手引き」（以下「国の手引き」

とします）に基づき、「運動器機能の低下」、「転倒リスク」、「閉じこもり傾向」、「低

栄養」、「認知機能の低下」、「うつ傾向」に関するリスクについて分析しました。 

 

◆ 運動器機能の低下…下記の５項目のうち３項目以上該当する場合、「運動器機能

が低下している高齢者」と判定 

項目 

1 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか（該当：できない） 

2 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ますか（該当：できない） 

3 15 分位続けて歩いていますか（該当：できない） 

4 過去 1 年間に転んだ経験がありますか（該当：何度もある あるいは １度ある） 

5 転倒に対する不安は大きいですか（該当：とても不安である あるいは やや不安である） 

 

◆ 転倒リスク…下記に該当する場合、「転倒リスクがある高齢者」と判定 

項目 

1 過去１年間に転んだ経験がありますか（該当：何度もある あるいは １度ある） 

 

◆ 閉じこもり…下記に該当する場合、「閉じこもり傾向がある高齢者」と判定 

項目 

1 週に１回以上は外出していますか。（該当：ほとんど外出しない あるいは 週１回） 

 

◆ 低栄養…下記に該当する場合、「低栄養が疑われる高齢者」と判定 

項目 

1 身長・体重（該当：BMI（体重(kg）÷｛身長(m)×身長(m)}）≦18.5） 

 

◆ 咀嚼機能…下記に該当する場合、「咀嚼機能が疑われる高齢者」と判定 

項目 

1 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか（該当：はい） 

 

◆ 認知機能の低下…下記に該当する場合、「認知機能の低下がみられる高齢者」と

判定 

項目 

1 物忘れが多いと感じますか（該当：はい） 

 
◆ うつ傾向…下記のいずれか１つでも該当する場合、「うつ傾向の高齢者」と判定 

項目 

1 この 1 か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありま

したか（該当：はい） 

2 この 1 か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめ

ない感じがよくありましたか（該当：はい） 

 

  



13 

リスク７項目について、該当者の割合をみると、「認知機能の低下がみられる高

齢者」（55.5%）が最も高く、「転倒リスク」（38.8%）、「咀嚼機能が疑われる高齢

者」（36.9%）、「閉じこもりリスク」（35.2%）、「うつ傾向がみられる高齢者」

（34.8%）と続きます。 

また、「運動器機能の低下リスク」（15.4%）、「低栄養が疑われる高齢者」（6.0％）

については、他の項目と比べ、低めとなっています。 

 

 

 

 

（３）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査からみた日常生活・社会参加等について 

家族構成については、約５割の方が「夫婦 2 人暮らし」（配偶者 64 歳以下・65

歳以上の合計）、約２割の方が「１人暮らし」と回答しています。 

また、現在の暮らしの状況について、約２割の方が、経済的に苦しく感じる（大

変苦しい・やや苦しいの合計）と回答しています。 

 

▼家族構成                 ▼現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じるか

■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.4%

38.8%

35.2%

6.0%
36.9%

55.5%

34.8%

84.6%

61.2%

64.8%

94.0%

63.1%

44.5%

65.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運動器機能低下リスク

転倒リスク

閉じこもりリスク

低栄養が疑われる高齢者

咀嚼機能が疑われる高齢者

認知機能の低下がみられる高齢者

うつ傾向がみられる高齢者

n=667

該当者 該当者以外

1人暮らし

20.5%

夫婦2人暮らし

(配偶者65歳以上)

47.8%

夫婦2人暮らし

(配偶者64歳以下)

6.0%

息子・娘との2世帯

10.2%

その他

12.9%
無回答

2.5%

ｎ＝667

大変苦しい

2.8%

やや苦しい

16.2%

ふつう

73.5%

ややゆとりがある

4.5%

大変ゆとり

がある

1.0%

無回答

1.9%

ｎ＝667
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ボランティアのグループなど８種類の地域活動については、「参加している」

（「参加していない」・「無回答」以外の合計）と回答があったのは、「町内会・自治

会」が（43.0％）が最も高く、「収入のある仕事」（28.9％）と続きます。 

また、「スポーツ関係のグループやクラブ」（16.8％）及び「趣味関係のグルー

プ」（17.4％）は２割弱、「介護予防のための通いの場」（11.8％）及び「ボラン

ティアのグループ」（10.3％）は１割強となっていますが、「学習・教養サークル」

（6.1％）及び「老人クラブ」（7.5％）は１割を切っています。 

 

▼地域活動への参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域における健康づくり活動や趣味等のグループ活動に対し、「既に参加してい

る」方は１割を切っていますが、約４割が参加意向（是非参加したい・参加しても

よいの合計）を持っています。また、活動の企画・運営としての参加意向について

も約３割が持っています。 

こうした、地域活動への参加意向のある高齢者をいかに掘り起こし、地域活動の

担い手として、実際の活動に結びつけるかが今後の検討課題となります。 

 

▼健康づくり活動や趣味等の参加意向    ▼企画・運営としての参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.9%

43.0%

7.5%

11.8%

6.1%

17.4%

16.8%

10.3%

43.3%

33.0%

64.6%

58.9%

63.1%

55.5%

54.7%

59.1%

27.7%

24.0%

27.9%

29.2%

30.7%

27.1%

28.5%

30.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

収入のある仕事

町内会・自治会

老人クラブ

介護予防のための通いの場

学習・教養サークル

趣味関係のグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

ボランティアのグループ

参加している 参加していない 無回答n=667 

是非参加したい

5.8%

参加してもよい

39.1%

参加したくない

39.7%

既に参加している

6.3%

無回答

9.0%

ｎ＝667

是非参加したい

1.0%

参加してもよい

29.1%

参加したくない

58.2%

既に参加している

2.7%

無回答

9.0%

ｎ＝667
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フルタイムで働いている

7.0%

パートタイムで働いている

27.9%働いていない

58.1%

無回答

9.3%

ｎ＝43

問題なく、

続けていける

14.3%

問題はあるが、何と

か続けていける

64.3%

続けていくのは、

かなり難しい

14.3%

無回答

7.1%

ｎ＝14

（３）在宅介護実態調査からみた在宅介護の状況 

家族等による介護の頻度については、「ほぼ毎日ある」が約４割、「週に１日以上」

（週に１～２日・週に３～４日の合計）が約１割、「週１日よりも少ない」が約１

割となっています。 

また、主な介護者の年齢については、70 代が約３割、80 歳以上が約１割とな

っています。 

 

▼家族や親族の方からの介護の頻度    ▼主な介護者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な介護者の就労状況については、「フルタイムで働いている」（7.0%）、「パー

トタイムで働いている」（27.9%）と、あわせると３割強の方が就労中と回答があ

りました。また、今後の就労継続については、約１割から「続けていくのは、かな

り難しい」と回答がありました。 

なお、過去１年間の介護離職の有無については、約２割（９人）が「主な介護者

が仕事を辞めた」と回答しており、介護をする家族等に対するきめ細かな支援体制

の整備が重要となります。 

 

▼主な介護者の就労状況         ▼働きながら介護を続けていけるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ない

30.3%

介護はあるが、週に

１日よりも少ない

15.2%

週に１～２日ある

9.1%

週に３～４日ある

1.5%

ほぼ毎日ある

39.4%

無回答

4.5%

ｎ＝66

40代

4.7%

50代

16.3%

60代

39.5%

70代

27.9%

80歳以上

11.6%

ｎ＝43
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今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護としては、「外

出の付き添い、送迎等」（37.2%）が最も高く、「服薬」・「金銭管理や生活面に必

要な諸手続き」（各 32.6％）、「認知症状への対応」・「入浴・洗身」（各 30.2%）

と続きます。 

 

▼主な介護者が不安に感じる介護等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3%

2.3%

2.3%

4.7%

9.3%

9.3%

9.3%

11.6%

16.3%

16.3%

20.9%

20.9%

30.2%

30.2%

32.6%

32.6%

37.2%

0% 10% 20% 30% 40%

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

主な介護者に確認しないと、わからない

その他

不安に感じていることは、特にない

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

屋内の移乗・移動

衣服の着脱

日中の排泄

食事の介助（食べる時）

夜間の排泄

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

入浴・洗身

認知症状への対応

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

服薬

外出の付き添い、送迎等
ｎ＝43
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第３章 計画の基本理念と目標 

 

１．基本理念 

 

（１）地域包括ケアシステムの基本理念 

団塊の世代が 75 歳を迎える令和７（2025）年、及び団塊ジュニア世代が 65

歳以上となる令和 22（2040 年）年を見据えて、全ての人が地域、暮らし、生き

がいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた中核基盤と

して、これまで構築してきた地域包括ケアシステムの深化・推進をしていくこと

が重要となります。 

地域包括ケアシステムの基本理念としては、「自立支援、介護予防・重度化防止

の推進」、「介護サービスの充実・強化」、「在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携

を図るための体制の整備」、「日常生活を支援する体制の整備」、「高齢者の住まい

の安定的な確保」の５つの視点が示されています。 

 

 地域包括ケアシステムのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

（出展）平成 28 年 6 月地域包括ケア研究会報告「地域ケアシステムと地域マネジメント」  

上図は、「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・予防」の３枚の葉が、専門職による

サービス提供として表現され、その機能を十分に発揮するための前提として、「生活支援と福祉サー

ビス」や「すまいとすまい方」が基本になるとともに、これらの要素が相互に関係しながら、包括的

に提供されるあり方の重要性を示しています。 

 上記は、平成 27 年度より要支援者に対する介護予防が介護予防・日常生活支援総合事業として

実施され、介護予防は生活支援と一体的に、住民自身や専門職以外の担い手を含めた多様な主体によ

る提供体制へと移行していくとされ、また地域生活の継続を選択するにあたっては、「家族の選択」

を越えて、本来は「本人の選択」が最も重視されるべきであり、それに対して、本人・家族がどのよ

うに心構えを持つかが重要であるとの考え方を重視しています。 
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基本的理念１ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進  

高齢者の自立した日常生活の支援、要介護状態等の予防、軽減・悪化防止のた

め、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する普及啓発、介護

予防の通いの場の充実、リハビリテーション専門職種等との連携、地域ケア会議

の多職種連携による取組の推進、地域包括支援センター6の強化、ボランティア活

動や就労的活動による高齢者の社会参加の促進等、地域の実態や状況に応じた

様々な取組について、保健事業と介護予防の一体的実施を推進していくことが重

要です。 

 

 

基本的理念２  介護給付等対象サービスの充実・強化  

高齢者が要介護状態等になっても、自分の意思で自分らしい生活を営むために、

可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、重度の要介護者、単身・夫婦のみ

の高齢者世帯、認知症の増加、在宅介護をしている家族等の就労継続や負担軽減

の必要性等を踏まえ、指定地域密着型サービス7等のサービス提供や在宅と施設の

連携等、地域における継続的な支援体制の整備を図ることが重要です。 

 

 

基本的理念３  在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備  

 今後、増加が予想される医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ慢性疾患や認知症

等の高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、退院支援、療養支援、

急変時の対応、看取り、認知症の対応強化、感染症や災害時の対応等のさまざま

な局面で、在宅医療・在宅介護が提供できる関係者の連携を推進する体制整備が

求められています。 

 

 

基本的理念４  日常生活を支援する体制の整備  

単身・夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者の増加に対応し、地域サロンの開

催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除などの家事支援等、日常生

活上の支援が必要な高齢者が、地域で安心して在宅生活を継続していくために必

要となる多様な生活支援等サービスを整備していくために、生活支援コーディネ

ーター8（地域支え合い推進員）や協議体による地域のニーズや資源の把握、関係

者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、NPO、民間企業、協

同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援・介護予防サービスを担う事

業主体の支援・協働体制の充実・強化を図ることが求められています。 

                                                   
6 地域包括支援センター：介護保険法で定められた、 地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメント

などを総合的に行う機関。 
7 地域密着型サービス：住み慣れた自宅や地域で生活が続けられるように、訪問、通い、宿泊などを組み合わせて柔軟な介護

サービスを提供する仕組み。 
8 生活支援コーディネーター：生活支援サービスの充実及び高齢者の社会参加に向けて、ボランティア等の生活支援・ 介護予

防の担い手の養成・発掘など地域資源の開発や地域のニーズと地域支援のマッチングなどを行う調整役。 

基本的理念１ 

基本的理念２ 

基本的理念３ 

基本的理念４ 



19 

 

基本的理念５  高齢者の住まいの安定的な確保 

地域において、それぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、その中で

生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現されること

が重要です。そのため、持家や賃貸住宅に加えて、有料老人ホーム等の高齢者向

け住まいが、地域におけるニーズに応じて適切に供給される環境を確保すること

が求められます。 

 

 

（２）興部町の基本理念 

本町では、これまで団塊の世代が 75 歳以上を迎える令和７（2025）年を見

据え、第６期（平成 27～29 年度）、第７期（平成 30～32 年度）の介護保険事

業計画を通じて、地域包括ケアシステムの構築と推進に努めてきました。 

第８期計画においては、これまで構築してきた地域包括ケアシステムをさらに

深化・推進し、地域共生社会の実現を目指していくことが求められています。 

本町では、全ての住民が高齢になっても、介護が必要になっても、安心して過

ごすことができ、高齢者一人ひとりが自分の意思で生活スタイルを選択・判断で

き、それぞれが誇りを持って自分らしく生きることができる社会づくりと地域で

支えるやさしい環境づくりを目標に基本理念を設定しています。 

第８期計画においても、地域包括ケアシステムを基盤とした、地域共生社会の

実現を目指していく計画であることから、基本理念については、これまでの考え

方を踏襲し、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者が健康で生きがいを持ち 

住み慣れた地域で生涯にわたり 

安心して暮らせるまちづくり 

基本的理念５ 
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２．基本目標 

 

第８期計画の基本理念である「高齢者が健康で生きがいを持ち、住み慣れた地域で生

涯にわたり、安心して暮らせるまちづくり」に向け、３つ基本目標を設定します。 

 

基本目標１ いつまでも健康に暮らすための環境づくり 

基本目標 2 生きがいを持ち、多世代がつながり支えあうまちづくり 

基本目標 3 住み慣れた地域で安心して暮らすための環境づくり 

 

 

基本目標１ いつまでも健康に暮らすための環境づくり 

いくつになっても健康で元気に暮らし続けるためには、日頃の健康づくりや介

護予防などを中心とした、地域住民の「身体の健康づくり」の推進が必要です。 

今後、ますます高齢化が進む中、健康寿命を延ばし元気な高齢者を増やすため、

高齢者の健康づくり・介護予防に対する意識を高めるための普及啓発を図るとと

もに、保健事業と介護予防の一体的実施を推進し、介護予防事業などにおいて、

身体の健康づくりを積極的に展開することで、「いつまでも健康で暮らせる環境づ

くり」を進めます。 

 

 

基本目標２ 生きがいを持ち多世代がつながり支え合うまちづくり  

いくつになっても自分らしくいるためには、地域住民ひとりひとりが自らの役

割を認識し、生きがい・やりがいを持って生活する「心の健康づくり」の推進が必

要です。 

地域資源が限られる中で、高齢者をはじめ、地域住民 1 人ひとりがこれまで培

ってきた知識や経験を生かし、地域を支える担い手として活躍できる体制を整え

ることで「生きがいを持ち多世代がつながり支え合うまちづくり」を進めます。 

 

 

基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らすための環境づくり  

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、高齢者やその家族のニーズ

に応じたサービスの充実が必要となります。 

地域包括支援センターや関係機関などが一体となって必要な支援を提供する地

域支援体制の機能強化、要介護・要支援状態になっても安心して暮らせる医療と

介護の連携体制の強化、認知症施策の推進等を図ることで、「住み慣れた地域で安

心して暮らすための環境づくり」を進めます。 
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３．施策の体系 
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いつまでも健康に 

暮らすための環境づくり 

生きがいを持ち 

多世代がつながり 

支え合うまちづくり 

住み慣れた地域で 

安心して暮らすための 

環境づくり 

基本施策６ 地域支援体制の機能強化 
（１）地域包括支援センターの充実 
（２）地域ネットワークの構築 

基本施策５ 住まいの支援体制の充実 
（１）高齢者生活支援ハウス 
（２）高齢者下宿 
（３）介護保険サービス（施設系・地域密着系）【再掲】 
（４）住宅型有料老人ホームなどのその他入所系サービス 

基本施策１ 健康づくり・介護予防の推進 
項目１ 健康づくりの推進 
（１）健康づくり事業の推進 
（２）生活習慣病対策の推進 
（３）感染症予防対策の推進 
（４）精神保健対策の推進 
（５）地区組織活動の推進 
項目２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
（１）一般介護予防事業 
（２）介護予防・生活支援サービス事業の推進

基本施策 2 認知症施策の推進 
（１）普及啓発・本人発信支援・予防 
（２）医療ケア・介護サービス・介護者への支援 
（３）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 

基本施策３ 高齢者の社会参加の促進 
（１）就労支援 
（２）移動支援 
（３）地域活動の充実 
（４）スポーツ・レクリエーション活動の充実 
（５）地域団体等への側面的支援の充実 

基本 
理念 基本目標 基本施策 

基本施策４ 医療・介護体制の充実 
項目１ 介護保険サービスの充実 
（１）居宅サービスの充実 
（２）地域密着型サービスの充実 
（３）施設サービスの充実 
（４）介護保険サービスの質的向上 
（５）災害や感染症対策に係る体制の整備 
項目２ 在宅医療・介護連携の推進 
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４．日常生活圏域の設定 

 

「日常生活圏域」は、介護保険法第 117 条第２項第１号の規定により、地理的条件、

人口、交通事情その他の社会的条件、介護保険サービス事業所の整備状況その他の条

件を総合的に勘案して定めることとなっています。 

本町の「日常生活圏域」は、興部町全体を１圏域として定めることとします。 

 

 

 

  

興部市街地 

宇津・北興 

秋里・豊野 

沙留市街地 

富丘・住吉 
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第４章 施策の推進 

 

基本施策１ 健康づくり・介護予防の推進 

 

介護を必要としない生活を続けるためには、食事や運動など日常の生活習慣に

よる疾病予防、身体機能の維持・老いの進行に対する不安解消、地域活動等を通

じた生きがいづくり、閉じこもり防止等が必要です。そのため、要介護状態、ある

いは重度化を予防する「介護予防・日常生活支援総合事業」の取組を推進すると

ともに、地域の実情に応じたサービスの提供体制の構築を推進します。 

 

 

項目１ 健康づくりの推進 
 

（１）健康づくり事業の推進 

本町では、健康増進法に基づき、健康教育・健康相談・保健指導・家庭訪問等の保健

事業を継続して実施しています。 

 

▼本計画期間の方向性 

地域の健康課題に応じた保健事業を推進するため、人員体制をより充実させ、保健師

がより地域で活動できる体制整備を目指します。 
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（２）生活習慣病対策の推進  

① がん検診 

がん検診については、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針により、

胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮がん検診を実施しています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

肺がん検診 

受診数 人 

193 180 210 

胃がん検診 158 158 200 

大腸がん検診 245 239 260 

前立腺がん検診 48 60 60 

乳がん検診 80 81 100 

子宮がん検診 70 47 70 

脳ドック検診 100 100 中止※新型コロナ 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

感染症予防事業費国庫負担金を活用し、乳がん・子宮がん検診の対象者に対し無料ク

ーポン券を配布するとともに、個別検診を継続し実施します。また、その他のがん検診

についても個別検診の導入や助成制度を含めた方策拡大について検討し、受診率向上

を目指します。 

 

 

② 頭の検診〈モービルＭＲＩ〉 

毎年、定員１００人の受診数を確保し、実施しております。個別の受診勧奨により、

若い世代や新規の受診者が増えるように取り組んでいます。 

 

▼本計画期間の方向性 

新体制にともない（委託医療機関の方針による）隔年の実施となり、本町では令和 4

年度に実施予定です。 

令和３年度から、広域紋別病院による個別検診を開始し、集団検診の隔年実施による

未受診者対策に取り組むとともに、あわせて受診機会の拡充に努めます。 

積極的に受診勧奨に取り組むとともに、検査結果に応じた受診後のフォローも確実

に実施していきます。 

 

 

③ 健康・栄養相談 

随時、必要に応じた健康・栄養相談ができるように、電話・来所・家庭訪問等で実施

しています。（相談者から直接、地域包括支援センター担当者・福祉委員からの依頼等） 

 

▼本計画期間の方向性 

随時健康・栄養相談、家庭訪問により、生活習慣病の予防や様々な健康上の不安解消

に努めるとともに、各機関と連携を取りながら一層の充実を図ります。 
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（３）感染症予防対策の推進 

① 結核検診 

検診実施会場やスタッフ体制の見直しを進めるとともに、検診時に実施できる肺年

齢測定を導入し、受診率向上を目指しています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度） 

結核検診 
受診数 

（65歳以上） 
人 46 40 55 

 ※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

年 3 回の集団健診と併せて実施することにより、検診機会の確保と受診率向上を目

指します。 

 

② インフルエンザ予防接種 

医療機関との連携や周知活動により、接種数は減少することなく推移しています。  

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、接種者数の増加が見込まれ

ます。 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

インフルエンザ予防接種 
接種数 

（65歳以上） 
人 596 588 700 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

接種数の向上を目指すとともに、身体状況や生活状況により町外の医療機関で接種

を希望する場合への対応を進めます。 

 

 

③ 新型コロナウイルス等感染症対策 

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、介護事業所等と連携した感染症対策に

ついての周知啓発、研修、訓練を実施するとともに、必要な物資の備蓄・調達体制の整

備や、関係機関と連携した支援・応援体制を構築することが求められています。 

本町では、国や北海道と役割分担をしながら、関係機関と連携して必要な対策を行っ

ています。 

 

▼本計画期間の方向性 

事態の推移を見ながら、様々な観点から対応を協議し、速やかに対策を講じていきま

す。また、国や北海道の対策と一体となった対応の検討や実施、町内での感染症対策実

施や住民への周知啓発などに努めます。 
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（４）精神保健対策の推進 

① こころの健康づくり 

市町村における精神保健福祉業務の実施については「保健所及び市町村における精

神保健福祉業務運営要領」に基づき、保健所の協力と連携の下で業務を行っています。 

 

▼本計画期間の方向性 

本計画期間においては、保健所を含めた関係機関と連携を図るとともに、様々な世代

へのメンタルヘルス対策や、「興部町地域福祉計画」に基づいた自殺対策に取り組んで

いきます。 

 

 

② 精神障害者家族会活動支援 

興部町における精神障がい者家族会は、家族会会員の減少や活動回数の縮小などに

より、令和元年度の活動を最後に解散いたしました。 

 

▼本計画期間の方向性 

精神障がい者のご家族はもちろんのこと、本人に対する支援についても、関係機関と

連携を進め、きめ細やかな対応に努めます。 

 

 

③ 精神障害者の在宅患者支援 

本人・家族からの相談、医療機関や関係機関からの連絡があった場合、迅速に対応

し、早期に支援を開始するとともに継続的な支援を実施しています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

精神障害者への相談訪問 相談数（実） 
人 

19 19 19 

精神障害者の在宅患者支援 相談数（延） 130 130 130 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

近年では、相談につながらないケース、町だけでは対応が困難なケース、問題が長期

化・複雑化しているケースも増えていることから、関係機関等と連携し、支援体制の構

築を図ります。 
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（５）地区組織活動の推進 

① 保健推進委員活動の支援 

保健推進委員による地域活動（元気かい、元気はつらつ体操教室、出前講座）が地域

の中で定着し、順調に活動を継続しています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

保健推進委員活動 回数 回 11 9 活動中止 

保健推進委員活動 延人数 人 89 74 - 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

今後は、地域に根差した活動が展開できるよう、活動形態の見直しを図り、地域のニ

ーズに合わせた活動を推進していきます。 
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項目２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
 

（１）一般介護予防事業 

① 介護予防把握事業 

本町では、各地区老人クラブへの健康相談、健康教育に合わせて、保健師が高齢者の

状況把握を行っています。また、地域住民や民生委員、警察、消防等からの情報をもと

に、地域包括支援センター職員が訪問などをして必要な支援に結び付けています。 

 

▼本計画期間の方向性 

住民が必要なときに相談できるよう、相談窓口のわかりやすい周知に努めます。 

 

 

② 介護予防普及啓発事業 

一般介護予防事業として、一般高齢者を対象とした「元気はつらつ体操教室」と「元

気と若さをもらう会」・「いきいき口腔教室」を実施しています。 

 

元気はつらつ体操教室 

 

高齢者全般を対象として、興部と沙留 2 地区で各 3 回実施しまし

た。運動の機会を作るきっかけや、保健推進委員の育成の場となっ

ています。 

元気と若さをもらう会 地域住民を主体に、機能向上、維持、社会参加を目的とし、仲町・

幸町、泉町、沙留 3 地区で、月１～２回実施しています。実施に当

たっては、保健推進員を中心に保健師がサポートをしています。 

 

「元気はつらつ体操教室」は運動するきっかけ作りから健康や介護予防への意識付

けの機会となっています。「元気と若さをもらう会」は 3 地区で実施しています。地域

住民と共に保健推進員がサポートして実施してきましたが、保健推進員の担い手不足

などから保健師のサポートが多く必要としているのが現状です。「いきいき口腔教室」

は口腔機能向上や働きを学ぶ良い機会となっていましたが、参加者の減少などから令

和 2 年度から休止し、その他の活動の中で口腔機能を含めた運動ができるように活動

内容の工夫をしています。 

 
項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

元気はつらつ体操
教室 

開催回数 回 6 4 6 

参加人数 人 90 53 90 

泉町元気と若さを
もらうかい 

開催回数 回 24 22 20 

参加人数（実） 人 29 23 23 

参加人数（延） 人 269 228 200 

仲町・幸町元気と若
さをもらうかい 

開催回数 回 23 20 20 

参加人数（実） 人 19 14 14 

参加人数（延） 人 190 136 180 

沙留元気と若さを
もらうかい 

開催回数 回 12 13 10 

参加人数（実） 人 12 11 11 

参加人数（延） 人 54 65 60 

いきいき口腔教室 

開催回数 回 6 6 休止 

参加人数（実） 人 12 12 休止 

参加人数（延） 人 55 60 休止 

※令和２年度は見込み 
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▼本計画期間の方向性 

高齢者の集いの場での健康づくり事業の確立を目指し、「おこっぺ町地域づくりサポ

ートの会」の会員や健康づくり事業に関心のある方等を中心とする新たな活動形態を

つくり、既存組織の活動内容を活かしながら、地域に根差した活動を展開できるよう

努めます。 

 

 

③ 地域介護予防活動支援事業 

本町では、住民主体の活動組織「おこっぺ町地域づくりサポートの会」のサロン活動

支援をしています。高齢者のみならず障がい者や子ども達など全ての住民が集えるサ

ロンとなるように平成 29 年に商店街の旧店舗に移動しました。サロンは、週 3 回開

設するとともに、手芸や麻雀などのグループ活動を実施しています。 

 

▼本計画期間の方向性 

サロンについては、住民の集いの場として少しずつ認知されてきています。住民主体

で活動する町の貴重な資源として介護予防活動や生きがい活動、住民の助け合い活動

として更に広がるように、地域包括支援センターが後方的な支援を継続していきます。 
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④ 一般介護予防事業評価事業 

一般介護予防事業をはじめ、総合事業を利用した方の要介護認定移行状況等を基に、

事業の効果について分析しています。 

 

▼本計画期間の方向性 

総合事業等の実施状況について定期的に調査・分析し、次期計画へ反映させます。 

 

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域におけるリハビリテーショ

ン、介護予防の取り組みを強化することが重要です。 

本町では、興部町国民健康保険病院（以下：町国保病院）の理学療法士が、地域包括

支援センターが開催する地域ケア会議等に参加し、専門的な見地からの各サービス事

業所等への助言を行っています。 

 

▼本計画期間の方向性 

今後とも町国保病院と連携をとり、各サービス事業所等への支援を進めます。 
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（２）介護予防・生活支援サービス事業の推進 

① 訪問型サービス 

現行訪問介護相当サービスとして 2 事業所が担っています。利用者数は、月平均 15

名前後で、主なサービス内容は、家事支援が大半となっています。 

訪問介護事業者の人員不足などから、要支援・要介護者問わず、訪問調整が困難にな

る場合があります。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

現行訪問介護

相当サービス 

利用者数（延） 人 191 179 168 

利用者数（月平均） 人 15 14 14 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

訪問型サービスのサービス内容が家事支援主体であることから、現行訪問介護相当

サービスからＡ型やＢ型への展開、地域ボランティアで担えることができる仕組みづ

くりが必要です。専門的な支援が必要な利用者へは専門職が、専門職以外が対応でき

ることは、地域で対応するなど、今後の本町に実態にあった生活支援サービスや地域

ボランティアの形を検討していきます。 

 

 

② 通所型サービス 

現行通所介護相当サービスとして、町内で１事業所、町外で１事業所が担っていま

す。町内の事業所は通常の通所介護事業を実施し、町外の事業所は短時間の運動機能

特化デイを実施しています。また通所型 C（短期集中予防サービス）を平成 29 年か

ら町外の事業所に委託し実施しています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

現行通所介護

相当サービス 

利用者数（延） 人 244 260 240 

利用者数（月平均） 人 20 21 20 

短期集中予防

サービス 

利用者数（延） 人 414 323 288 

利用者数（月平均） 人 34 26 24 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

要支援者、事業対象者の利用傾向は通常型デイと運動型デイはほぼ同等の利用人数

となっています。また、通所型 C での運動の実施を希望する利用者も徐々に増え、住

民のニーズも変化してきています。利用者のニーズを精査し、サービスに結び付くよ

う努めます。 
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③ その他の生活支援サービス  

 

ア．高齢者外出支援 

令和２年４月より、高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業を実施しています。公

共交通機関以外に移動手段を持たない高齢者や、自動車運転免許証を返納した方、介

護認定の決定を受けた方および妊産婦を対象に、ハイヤー等料金の一部を助成し、日

常生活の利便と社会参加の促進を図っています。 

 

▼本計画期間の方向性 

令和 3 年 4 月から対象要件を見直し、高齢者の対象範囲を全ての 75 歳以上の高

齢者に対象者を拡大し、利便性の向上を図ります。 

 

イ．給食サービス（※町補助事業） 

安否確認や健康維持の要素もあり、近年、利用者が増加傾向にあります。 

なお、令和２年度から利用者負担について、１食３００円から３５０円に変更してい

ます。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

給食サービス 
延べ利用人数 人 1,088 1,070 1,344 

１回平均利用人数 人 22 23 28 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

利用者増に伴い、共同募金等が多く望めない中、財源の確保が課題となっています。

本計画期間においては、利用者負担の見直し等、継続した事業展開ができるよう努め

ていきます。 

 

ウ．除雪サービス（※町委託事業） 

概ね 65 歳以上の一人暮らしと高齢者夫婦世帯で、病気・虚弱・障がいなどの理由に

より除雪が困難な身寄りのない世帯を対象に興部町社会福祉協議会に業務委託し、地

域福祉活動の一環として位置づけ、各自治会の除雪協力員により除雪を行っています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

除雪サービス 利用戸数 戸 48 54 59 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

自治会によっては除雪協力者が自治会単位では確保が難しくなっており、高齢化等

が課題となっていることから、本計画期間においては新たな地域住民同士の協力体制

づくりの検討を行います。 
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エ．在宅ライフサポート事業（※町補助事業） 

社会福祉協議会が在宅介護を受けている７０歳以上の高齢者及び４０歳以上の障が

い者で、かつ、要介護度２以上の方を対象に１ヶ月１パッケージの計算で介護用品を

現物支給して、在宅寝たきり高齢者等の生活支援を行っています。 

年毎に利用者の増減はありますが、在宅介護者への負担軽減として必要性の高いサ

ービスです。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

在宅ライフサポー

ト事業 

延べ利用人数 人 12 9 20 

月平均利用人数 人 1 1 3 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

本計画期間においては、サービス内容や利用条件等、定期的な情報周知を行い、サー

ビスの利用促進を図ります。  

 

オ．緊急通報システム事業 

在宅の一人暮らし等の高齢者が急病や事故等の緊急事態が発生した場合に迅速な救

援を図るため、緊急通報装置を町が購入し、対象世帯に貸与しており、高齢者世帯と離

れて暮らす家族の不安解消に役立っています。現在の設置台数は１１台となっていま

す。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

緊急通報システム

事業 

設置戸数 戸 14 14 11 

高齢一人暮らし

世帯数 
戸 264 269 274 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

緊急通報に関する様々なシステムが提案されていることから、外出時にも対応でき

るよう令和３年度からスマートフォン型の機器の導入を図ります。 
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カ．見守り支援の充実 

民生委員・児童委員9、老人クラブ、ボランティアをはじめ、社会福祉協議会、医療

機関など、高齢者に関わる地域組織等が行う地域の福祉活動と連携して、地域におけ

る見守り支援体制の充実を図っています。民間事業者との「見守りに関する協定」を

「コープさっぽろ・新聞販売店」と締結し、特に一人暮らしの高齢者夫婦世帯などに配

慮した見守り支援を行っております。 

 

▼本計画期間の方向性 

これまでの活動を継続するとともに、新たに「見守り活動」に協力できる事業者等の

協力を促しながら、より多くの目で見守ることができる体制整備を図ります。 

 

 

④ 介護予防支援事業（ケアマネジメント10） 

地域包括支援センター職員が初回相談を必ず受け、相談内容や対象者の状況を適切

に判断し、認定調査や基本チェックリストの実施を行います。その上で適切なアセス

メントによりインフォーマルサービス、フォーマルサービス等など様々な視点から必

要な支援に結びつくようにしています。 

 

▼本計画期間の方向性 

今後も相談窓口の周知徹底により、本人、家族を始め、地域住民や関係機関からの情

報提供を基に早期に相談を受け、必要な支援に結びつける事ができるようにしていき

ます。 

 

  

                                                   
9 民生委員・児童委員：町民の暮らしを応援するため、国（厚生労働大臣）から委嘱されて活動している地域住民の身近な相

談員。暮らしの支援、高齢者等の支援を行い、行政機関と協働し、問題が起こったときは速やかに連絡を取り合うなど、地

域と行政機関のパイプ役として活動している。 
10 ケアマネジメント：要支援認定者に対して、適切なサービスを受けられるようにケアプランを作成し、それに基づいて必要

なサービスの提供を確保し、在宅生活を支援すること。 
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基本施策２ 認知症施策の推進 

 

今後、増加が予想されている認知症高齢者への対応は重要な課題です。認知症

になっても、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためには、認

知症と疑われる症状が発生した場合、早期発見・早期対応に基づく生活支援が必

要となります。 

また、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11」と「予防
12」を軸に施策を推進していくことも必要です。 

認知症に対する正しい理解を深め、地域で支え合うことができるよう「認知症

サポーター13」の養成、認知症地域支援推進員による認知症の方とその家族の支

援体制等の構築を図り、認知症の方にやさしい地域づくりに取り組みます。 

 

 

（１）普及啓発・本人発信支援・予防 

① 地域の見守りネットワークの整備 

認知症サポーターの養成等を通じた認知症に関する理解促進や相談先の周知、認知

症の人本人からの発信支援を図っています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

認知症サポーター

養成事業 

講座開催回数 回 2 1 1 

累計登録者数 人 495 495 500 

サポーターフォロ

ーアップ研修会 
開催回数 回 0 1 1 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

今後も、サポーター養成講座の周知を図りながら、事業を継続するとともに、実際の

活動や養成後のフォローアップに努めます。また、認知症の方のみならず、町の高齢者

全体の見守りネットワーク構築を図ります。さらに、認知症に関する正しい知識と理

解に基づき、通いの場における活動の推進など、予防を含めた認知症への「備え」とし

ての取組を推進します。 

 

  

                                                   
11 共生：「認知症施策推進大綱」（令和元年６月１８日）においては、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生き

る、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きるという意味を表す。 
12 予防：「認知症施策推進大綱」（令和元年６月１８日）においては、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症にな

るのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味を表す。 
13 認知症サポーター：認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指し、認知症について正しく理解し、地域で認知症

の方とその家族を見守る応援者。 
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（２）医療ケア・介護サービス・介護者への支援 

① 認知症初期集中支援チームの運営・活用の推進 

平成３０年度から認知症初期集中支援チームを設置し、認知症の人や家族に関わり、

アセスメント、家族支援などの初期支援を包括的・集中的に行い、自立生活の支援を行

っています。 

チーム員は、ファーストタッチで相談を受ける地域包括支援センター職員が兼務し

ているため、地域包括支援センター職員として対応することが多く、適切な振り分け

が必要となっています。 

 

▼本計画期間の方向性 

現状の体制を継続し、チーム員の活動内容など住民への周知に努めます。 

 

 

② 認知症地域支援推進員の活動推進 

認知症の方とその家族に適切なサービスが提供されるよう、認知症ケアパス（状態に

応じた適切なサービス提供の流れ）の作成・普及、地域包括支援センター・専門医療機

関・ケアマネジャー等との連携強化、サポーター養成講座や住民向け認知症研修会等

の実施をしています。 

 

▼本計画期間の方向性 

本人、家族支援等を行う認知症カフェや家族会等の活動の実施を検討します。 

 

 

③ 認知症高齢者向けサービスの充実 

老人福祉センターで認知症対応型通所介護を実施しています。利用者は横ばいです

が、町内唯一の認知症高齢者が利用できるサービスとしての役割を担っています。 

また、認知症の方を在宅で支えるためのショートステイやグループホームは、町外の

施設に依頼していますが、認知症状によっては長期間のショートステイが難しいケー

スなど、安定的ではなく、必要な時に利用できないこともあります。 

認知症の方を中心に介護を必要とする方が安心して生活ができる施設整備が必要と

なっています。 

  

▼本計画期間の方向性 

認知症高齢者のみならず、地域の高齢者を支える事のできる本町にあった介護施設

等を検討しながら、認知症高齢者向けのサービスの充実を図ります。  
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（３）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 

① 地域の見守りネットワークの整備 

35 ページ参照（再掲） 

 

 

② 権利擁護の推進 

認知症高齢者がその判断能力に応じて必要な介護や生活支援サービスを受けながら

日常生活を過ごすことができるよう、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金

銭管理等の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確

保されるように、適切に相談を受け付け、弁護士や司法書士等の関係機関と連携を図

りながら、必要な支援を行っています。 

 

▼本計画期間の方向性 

成年後見制度利用については、高齢者本人や家族、支援者名等からの成年後見制度や

権利擁護に関する相談を適切に受け付け、弁護士や司法書士等の関係機関と連携を図

りながら、必要に応じて成年後見申立ての支援を行います。また、高齢者の虐待防止に

対する対応としては、住民や地域の関係機関、介護事業所等への学習会などを実施し、

虐待防止に関する意識づけを図っていきます。 

 

 

  ③ 若年性認知症の人への支援 

若年性認知症は、現役世代で発症する方が多く、本人はもとより家族も、生活や将来

への不安を抱えることとなり、その支援は介護にとどまらず、就労中の人や、休職・退

職になった人への「就労支援」をはじめ、社会参加や趣味・楽しみを含めた「居場所づ

くり」など、総合的に取り組むことが求められています。 

 

 ▼本計画期間の方向性 

認知症サポーターの活動促進による見守り体制の検討や、判断能力に応じて安心し

た生活が送れるように成年後見制度利用支援を継続して行います。また、若年性認知

症については、若年層の把握などが難しい状況もあり、健康保健事業等を担う関係部

署と連携をとり把握に努めます。さらに各相談機関や医療機関等とも連携し、必要な

支援を行っていきます。 
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基本施策３ 高齢者の社会参加の促進 

 

高齢者がいきいきと生きがいを持ち、元気で生活できるような地域を実現する

ためには、高齢者が地域で活躍できる場が重要です。 

そのため、就労支援、地域活動の担い手の育成、地域住民が自主的に行う地域

活動への支援等を行うことにより、高齢者の社会参加を促進し、生きがいや役割

をもって生活できる地域づくりを推進します。 

 

（１）就労支援 

高齢者事業団は平成３年に概ね６０歳以上を団員とし、高齢者の能力や経験を生か

し、希望する仕事を通じて生きがいが充実し社会参加が図られ、就労機会の提供と福

祉の増進に寄与することを目的に設立されました。老人福祉センターに事務所を置き、

公共施設管理、草刈・庭管理・清掃等を行っています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

高齢者事業団 
団員数 人 20 20 21 

補助金額 千円 1,000 1,000 1,000 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

団員の高齢化等により、近年は団員数が減少していることから、魅力ある事業団を作

るための待遇改善も含め、団員確保に向けた取り組みを支援します。 

 

 

（２）移動支援 

ア．高齢者外出支援 

32 ページ参照（再掲） 
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（３）地域活動の充実（老人クラブ・老人福祉センター等） 

① 老人クラブ 

各単位クラブでは、毎月例会を開催しており、各種交流会や保健師による健康相談を

行っています。各単位クラブを包括する町老人クラブ連合会では、パークゴルフ大会

の開催や、紋別地区研修会及び網走地区リーダー研修会へ参加し、研修を行っていま

す。 

また、平成 27 年度から「興部町老人クラブ研修会」を開催しており、毎年 50 人以

上の会員が出席し、交流と学習の場となっています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

老人クラブ 
単位クラブ数 人 5 5 5 

会員数 人 94 94 89 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

会員数の減少や新規加入が少なくなってきていることから、連合会の活動を通じて

各単位クラブをより魅力あるものとし、会員の増加を図ります。 

 

 

② 老人福祉センター 

老人福祉センターは、老人クラブ、長寿大学、歌謡サークルのほか、高齢者事業団の

活動拠点として、平成 26 年度から認知症対応型デイサービス、平成 29 年度からは

介護予防・日常生活支援総合事業による短期集中予防サービス通所型Ｃによる短期の

介護予防事業を「カラダラボ紋別」に事業委託を行い実施しています。運動ニーズが高

まっていることから利用頻度が増えてきています。 

高齢者の活動拠点として、有効に利用されています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

老人福祉センター 利用人数（延） 人 3,776 2,900 243/7 月末 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

施設が老朽化していることから、本計画期間においては、より快適で、効率の良い利

用環境とするため適切な維持に努めます。 
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（４）スポーツ・レクリエーション活動の充実 

町の発展に寄与した高齢者を敬う場としての敬老会や、高齢者の交流の場としての

パークゴルフ大会を開催しています。パークゴルフについては、プレーしない会員の

応援参加を呼び掛けることにより参加者数が増えています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

敬老会 
参加人数 人 

279 256 204 

パークゴルフ大会 15 15 中止 

※令和２年度は実績 

 

▼本計画期間の方向性 

令和２年度のパークゴルフ大会は中止としていますが、今後の継続開催に向け、参加

者増に向けた取り組みを行っていきます。敬老会については、コロナウイルス対策を

万全にし、アトラクション内容の検討や従来のお祝い金を手渡しによる配布方法から

口座振込の希望を導入する等、感染症対策に配慮をした中での実施に努めます。 

 

 

（５）地域団体等への側面的支援の充実 

平成２５年度より「興部町地域づくりサポートの会」の運営支援を行っており、平成

２９年度には活動の拠点を町の中心部の空き店舗へ移し、サロン活動等を展開してい

ます。事務局を含め、住民主体で活動ができるようになっています。今後も地域包括支

援センターが側面的支援を行いながら活動の促進を図ります。 

 

▼本計画期間の方向性 

「興部町地域づくりサポートの会」が今後も住民主体で活動を継続し、町の介護予防

につながる団体となれるよう地域包括支援センターが支援を継続して行っていきます。

また活動を担う会員の将来的な担い手不足も課題となっております。今後の担い手の

育成なども検討していきます。  
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基本施策４ 医療・介護体制の充実 

 

介護が必要になっても住み慣れた地域や自宅で安心して生活を送ることができ

るよう、介護保険サービスの充実を図ります。また、医療と介護の両方を必要と

する慢性疾患、認知症等の高齢者の増加が見込まれることから、在宅医療と介護

連携の推進を図り、地域全体で高齢者を支え合う体制づくりを推進します。 

また、近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、

関係機関と連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制の構築に努めます。 

 

 

項目１ 介護保険サービスの充実 
 

（１）居宅サービスの充実 

① 訪問介護（ホームヘルプサービス）  

  

町内では、２事業所が実施しています。町外では、受

診対応に限り、紋別市内の１事業所も対応可能となっ

ていますが、受診以外の訪問介護については、提供地域

外のため、交通費が実費となり、実際の利用は難しい状

況となっています。 

利用実績は増加傾向となっていますが、人員不足に

より、新規の受け入れや利用回数増、時間帯指定などの

ニーズに応じた対応が困難となっています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

訪問介護 利用実績 人/月 41 47 51 

※令和２年度は見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス内容 

介護福祉士や訪問介護

員(ホームヘルパー)が利

用者の居宅を訪問して、

入浴、排せつ、食事等の

介護や調理、洗濯、掃除

等の家事を行います。 
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② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

 

町内に事業所はなく、近隣では紋別市の１事業所で利

用できます。令和２年度より２名のサービス利用に繋が

っています。 

ただし、本町は提供地域外のため、移動に係る交通費

が実費で発生するとともに、利用回数や曜日、時間帯に

制限があります。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

訪問入浴介護 
利用実績 人/月 

0 0 2 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 

※令和２年度は見込み 

 

 

③ 訪問看護・介護予防訪問看護 

 

町内では、１事業所（紋別市内事業所のサテライト）が

実施しています。 

利用実績は増加傾向となっていますが、人員不足によ

り、新規の受け入れは困難となっています。 

他に本町への訪問が可能な事業所がなく、医療ケアが

必要な利用者に対する在宅支援の手段が不足している状

況です。 

 

 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

訪問看護 
利用実績 人/月 

4 6 7 

介護予防訪問看護 2 2 3 

※令和２年度は見込み 

 

  

サービス内容 

自宅の浴槽での入浴が困

難な方に対して、浴槽を積

んだ入浴車が利用者の居

宅を訪問し、看護職員や

介護職員が入浴の介護を

行います。 

サービス内容 

医師の指示に基づき、看

護師等が利用者の居宅を

訪問し、健康チェック、療

養上の世話または必要な

診療の補助を行います。

本町では、紋別地域訪問

看護ステーションがきらり

内にサブステーションを設

置し、サービス提供を行っ

ています。 
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④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

 

町内１事業所で実施しています。要介護者の実績は年

によって差があり、要支援者の実績はありません。人員

不足により、新規の受け入れは困難なことが多くなって

います。 

町国保病院の理学療法士が一人で対応しており、利用

者の増加を見据えた体制整備について検討が必要です。 

 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

訪問リハビリテーション 利用

実績 
人/月 

3 1 2 

介護予防訪問リハビリテーション 0 0 2 

※令和２年度は見込み 

 

 

⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

 

町内１事業所で実施しています。調剤薬局の業務の合

間に訪問するため、対応可能な人数に制限があります。 

令和２年度より生活支援ハウスで薬剤管理を行わなく

なったため、支援を受けていた利用者がほぼ居宅療養管

理指導を利用することとなりました。そのため、利用者

が急増し、紋別市内の同薬局からも訪問してもらう状況

となっていますが、人員不足により、必要なサービス量

が確保できない状況です。 

生活支援ハウスでなど建物入居者の服薬管理につい

て、他の手段の検討が必要です。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

居宅療養管理指導 利用

実績 
人/月 

5 6 15 

介護予防居宅療養管理指導 1 0 0 

※令和２年度は見込み 

 

  

サービス内容 

医師の指示に基づき理学

療法士や作業療法士等が

利用者の居宅を訪問し、

利用者の心身機能の維持

回復および日常生活の自

立を助けるために理学療

法、作業療法その他必要

なリハビリテーションを行い

ます。 

サービス内容 

医師、歯科医師、薬剤師な

どが家庭を訪問し、居宅療

養上の管理や指導を行いま

す。 
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⑥ 通所介護（ディサービス） 

 

町内１事業所、紋別市内１事業所（リハビリ特化型）で

実施しています。 

利用者数は減少傾向となっており、要因として、利用

者層の意識の変化によるニーズの変化が考えられます。 

利用者のニーズの把握と、ニーズに応じたサービスの

特色づくりを行っていきます。 

 

 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

通所介護 利用実績 人/月 37 36 38 

※令和２年度は見込み 

 

 

⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

 

町内に事業所はなく、近隣では紋別市の１事業所で利

用できます。提供地域外のため、送迎の範囲や利用回数

に制限があります。 

利用者数は１人のみで、町外まで移動してサービスを

受ける利用者ニーズも少ないことから、現在、他のサー

ビス等を利用して対応している状況であり、今後の利用

者ニーズの動向を見ていく必要があります。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

通所リハビリテーション 利用

実績 
人/月 

1 1 1 

介護予防通所リハビリテーション 0 0 1 

※令和２年度は見込み 

 

  

サービス内容 

日中、老人デイサービスセ

ンターなどに通ってもらい、

食事、入浴、その他の必要

な日常生活上の支援や生

活機能訓練などを日帰りで

提供するサービスで、利用

者の心身機能の維持向上

と、利用者の家族負担の軽

減を図ります。 

サービス内容 

介護老人保健施設や診療

所、病院等の医療機関に

おいて、日常生活の自立

を助けるために理学療法、

作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行い、利

用者の心身機能の維持回

復を図ります。 
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⑧ 短期入所生活介護（ショートスティ） 

 

町内に事業所はなく、近隣の施設（４施設）の利用とな

ります。 

受け入れにあたっては、施設の空床状況によるため、

調整が難航するとともに、認知症状が進行している場合

など、長期の受け入れが困難な状況となっています。 

令和元年度より、『にしおこっぺ興楽園』の受け入れが

スムーズになったため、利用者が増加しています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

短期入所生活介護 利用実績 人/月 6 10 14 

※令和２年度は見込み 

 

 

⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

 

町内に事業所はなく、近隣の施設（１施設）の利用とな

ります。 

在宅復帰入所（期間限定での入所）を取り入れている

ため、長期のショートステイ利用希望者については、リ

ハビリを兼ねて３～４カ月程度の入所扱いとなることが

増えています。また、令和２年度は、新型コロナウイルス

の影響で新規利用が制限されましたが、条件に合えば空

床利用可能となっています。 

受け入れにあたっては、施設の空床状況によるため、

年度によっては困難な場合があります。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

短期入所療養介護 利用

実績 
人/月 

0 0 1 

介護予防短期入所療養介護 0 0 0 

※令和２年度は見込み 

 

  

サービス内容 

特別養護老人ホームなど

の福祉施設に短期間入所

してもらい、食事、入浴、そ

の他の必要な日常生活上

の支援や機能訓練などを

行います。 

サービス内容 

介護老人保健施設や医療

施設に短期間入所してもら

い、医師や看護職員、理

学療法士等による医療や

機能訓練、日常生活上の

支援などを行います。 
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⑩ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

 

本町では施設整備がされていないため、町外の有料老

人ホームを利用されている実績があり、利用者数の大き

な変化は見られません。 

今後も入居施設や関係機関との連携を図り、適切なサ

ービス利用になるよう支援します。 

 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

特定施設入居者生活介護 利用

実績 
人/月 

1 1 2 

介護予防特定施設入居者生活介護 1 0 0 

※令和２年度は見込み 

 

 

⑪ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

 

町内１事業所、町外２事業所で実施しています。 

要介護認定者が在宅で安全な生活を送るため、福祉用

具の活用が重要となるため、関係機関との連携や指導等

を通して適切なサービスの促進を図ります。 

 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

福祉用具貸与 
利用実績 人/月 

42 42 47 

介護予防福祉用具貸与 13 16 13 

※令和２年度は見込み 

 

  

サービス内容 

介護保険の指定を受けた

有料老人ホームなどが、

入居している利用者に対し

て入浴・排泄・食事等の介

護、その他必要な日常生

活上の支援を行います。 

サービス内容 

利用者の日常生活におけ

る自立支援や介護者の負

担軽減を図るため福祉用

具（ベッド、車いす等）の貸

与（レンタル）を行います。 
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⑫ 福祉用具購入・介護予防福祉用具購入 

 

町内１事業所、町外２事業所で実施しています。 

要介護認定者が在宅で安全な生活を送るため、福祉用

具の活用が重要となるため、関係機関との連携や指導等

を通して適切なサービスの促進を図ります。 

 

 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

福祉用具購入 
利用実績 人/年 

13 17 10 

介護予防福祉用具購入 10 6 16 

※令和２年度は見込み 

 

 

⑬ 住宅改修 

 

医療機関より入院中に紹介を受け、退院に合わせて導

入するケースが増えています。また、令和２年度より、退

院前の改修については、償還払いに統一しています。 

在宅で安全な生活を送る上で住宅環境の整備が重要と

なるため、改修前に住宅改修検討会議にて改修内容を把

握し、改修後の現場検定を実施するなど適切な改修内容

となっているか確認しています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

住宅改修費 
利用実績 人/年 

9 8 6 

介護予防住宅改修費 10 4 13 

※令和２年度は見込み 

 

  

サービス内容 

利用者の日常生活におけ

る自立支援や介護者の負

担軽減を図るため腰掛便

座や入浴補助用具などの

日常生活の自立に必要な

用具について、購入費の

一部を支給します。 

サービス内容 

住居に手すりを取り付けた

り、段差を解消するなど小

規模の改修について、費

用の一部を支給します。 
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⑭ 居宅介護支援・介護予防支援 

 

介護だけでなく障害や虐待など複合的な課題を抱える

ケースが増えています。また、介護人材の不足から在宅

サービスの資源が不足しており、施設利用と合わせて調

整が難しい状況となっております。 

今後、高齢人口の増加にともない、ケアプラン14作成と

サービスには繋がらなくても相談を受ける件数等は、現

状より増加することが見込まれるため、体制の整備を進

めます。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

居宅介護支援 
利用実績 人/月 

80 80 88 

介護予防支援 15 18 16 

※令和２年度は見込み 

 

 

  

                                                   
14 ケアプラン：介護保険サービスの利用計画のこと。要介護認定を受けた利用者が抱える課題解決に向け、利用者の意向を踏

まえて、いつ、どのようなサービスを、どのくらい利用するかを決めたもの。 

サービス内容 

ケアマネジャーが、心身の状

況や生活環境、本人や家族の

希望等に沿って、ケアプランを

作成します。 
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（２）地域密着型サービスの充実 

高齢者が中程度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で

生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるのが地域密着型サービ

スです。 

 

 

① 認知症対応型通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）・介護予防認知症対応型通所介護 

 

平成 26 年度より老人福祉センターにおいて、直営

で認知症高齢者の特性に配慮したデイサ―ビスを実施

しています。10 名前後の利用があります。 

 

 

 

 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

認知症対応型通所介護 利用

実績 
人/月 

8 10 11 

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 1 

※令和２年度は見込み 

 

 

 

② 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能居宅介護 

 

既存の高齢者福祉施設の課題等を踏まえ、

集約化を図りながら、新たに小規模多機能型

居宅介護事業所と隣接する高齢者の住まいを

整備し、住み替えを実施しながら、連携した

生活支援を行える拠点の整備を進めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

サービス内容 

老人デイサービスセンター

や特別養護老人ホームな

どにおいて、通所してきた

認知症の利用者に対して、

入浴、排せつ、食事等の

介護や生活等に関する相

談、健康状態の確認、機

能訓練（リハビリテーション）

等を行います。 

サービス内容 

居宅で、またはサービスの拠点への

通所や短期間宿泊により、入浴・排

せつ・食事等の介護、調理・洗濯・

掃除等の家事、生活相談・助言や

健康状態の確認などの日常生活上

の世話、機能訓練を行い、能力に

応じ、居宅で自立した日常生活を

営むことができるようにするもので

す。登録された利用者(29 名以下)

を対象に、通いを中心として、利用

者の様態や希望に応じて、随時訪

問や宿泊を組み合わせてサービス

を提供することで居宅における生活

の継続を支援します。 
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③ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム） 

 

民間法人が令和３年度(予定)より、町内でのサ

ービス提供に向けて準備を進めています。 

 

１ユニット（９名） ２ユニット整備予定 

 

 

 

 

 

 

 

④ その他の地域密着型サービス 

 

サービス名 サービス概要 利用状況 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通じ、定期

巡回と随時の対応によ

る訪問介護・訪問看護 

町内に実施事業所はありま

せんが、住所地特例制度等に

より、他市町村でサービス利

用実績があります 
地域密着型通所介護 

利用定員が 19 人未満

のデイサービス 

夜間対応型訪問介護 
夜間の定期巡回や通報

による訪問介護 

利用実績なし 

看護小規模多機能型居宅介護 

（複合型サービス） 

小規模多機能型居宅介

護＋必要に応じ訪問看

護 

地域密着型特定施設入居者生活介

護 

小規模の介護専用型特

定施設への入居 

地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護 

小規模の特別養護老人

ホームへの入所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービス内容 

認知症（急性を除く）の高齢者に対し

て、共同生活居住で、家庭的な環境

と地域住民との交流の下、入浴・排

せつ・食事等の介護などの日常生活

上の世話と機能訓練を行い、能力に

応じ自立した日常生活を営めるように

するものです。サービスは、利用者の

認知症の症状の進行を緩和し、安心

して日常生活を送れるよう、利用者の

心身の状況を踏まえて行われます。 
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（３）施設サービスの充実 

 

①  介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設 

 

本町には介護保険施設がなく、近隣の

施設利用により対応している状況です。

介護老人福祉施設、介護医療院の入所者

数は年度によって差がありますが、介護

老人保健施設、介護療養型医療施設は入

所者数が増えています。 

 

 

 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

介護老人福祉施設 

利用実績 人/月 

37 34 35 

介護老人保健施設 7 7 9 

介護医療院 0 1 2 

介護療養型医療施設 0 1 0 

※令和２年度は見込み 

 

 

 

（４）介護保険サービスの質的向上 

① 介護従事者養成事業 

高齢となり介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ

う、介護従事者が正しい知識と技術を習得することにより、質の高い介護職員を養成

することが必要です。 

町内者、町内の介護等に従事する者について、介護等にかかる研修の受講費の一部を

助成することにより、町内の介護人材の育成と定着を図ります。 

 

 

② 介護給付適正化事業 

介護給付費の適正化の推進は、介護保険制度の信頼感を高め、持続可能な制度運営に

つながることから積極的な取り組みが必要です。 

現在、医療情報との突合、縦覧点検、住宅改修の点検を実施しています。要介護認定

審査やケアプラン点検については、専門的な知識を必要とするため、研修会等に積極

的に参加し、介護給付の適正化を図ります。 

  

サービス内容 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）…

病気や障がいなどによって「自立した生活が困

難」な人向けの施設 

介護老人保健施設…専門スタッフによるリハビリ

を通じ入居者の在宅復帰を目的とした施設 

介護医療院･･･長期療養のための医療と日常生

活上の介護を一体的に行うことを目的とした施

設 

介護療養型医療施設…リハビリや手厚い医療ケ

アを受けられる介護度の高い要介護者向けの

施設 
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（５）災害や感染症対策に係る体制の整備 

① 災害時支援の充実 

災害時要援護者台帳記載済者に加え、要配慮者（身障手帳所持者・療育手帳所持者・

精神障がい者・難病患者）を対象とした「避難行動要支援者名簿」を作成し、万一の場

合の備えをしています。 

名簿の更新を通して対象者の再確認と、協力者への啓発を進めます。 

 

 

② 新型コロナウイルス感染症対策 

25 ページ参照（再掲） 
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項目２ 在宅医療・介護連携の推進 
 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を続け

ることができるように、医療と介護の連携を推進します。 

 

 

① 医療・介護の資源の把握 

町内の医療・福祉・介護の関係機関等の社会資源を把握できるよう、平成 30 年度に

「興部町医療・介護資源マップ」を全戸に配布しました。町民だけでなく医療、介護等

の関係機関も活用できるようにしました。 

 

▼本計画期間の方向性 

町の資源の状況をみて「興部町医療・介護資源マップ」の更新をしていきます。 

 

 

② 在宅医療介護連携の課題の抽出と対応策の検討及び切れ目のない在宅医療介護の提

供体制の推進 

町国保病院との医療・在宅支援連携会議によりケースの情報共有などを行っていま

す。 

訪問診療は、町国保病院が実施しており、在宅で利用できる医療系介護サービスは

「訪問看護（1 か所）、訪問リハビリ（1 か所）、居宅療養管理指導（薬局）（1 か所）

となっています。また、紋別市の老人保健施設が通所リハビリと短期入所療養介護の

提供を行っていますが、通所リハビリについては送迎体制等の問題で沙留地区のみの

利用となっています。いずれも、各事業所の人員確保などの問題からサービス利用に

結びつかない事例が生じています。 

 

▼本計画期間の方向性 

月 1 回実施している町国保病院との医療・在宅支援連携会議や地域ケア会議を活用

し、本町の医療・介護連携についての課題を検討する取り組みを行います。 

 

 

③ 医療・介護関係者の情報共有支援 

「入退院等連携連絡票」を活用し、町国保病院利用者の情報共有を行うとともに、月

1 回「医療・在宅支援連携会議」を開催し、町国保病院への入退院時や外来患者につい

ての情報共有を図っています。 

町外の医療機関とは、「地域医療連携室等」の相談窓口を設けている医療機関が多く

なっており、連携室のケースワーカー等が積極的に入院中の利用者のニーズの聞き取

りや退院に向けての必要な調整を実施しており、入院時、退院時などの情報共有など

はスムーズに行えるようになっています。 

 

▼本計画期間の方向性 

「入退院等連携連絡票」を活用し、町国保病院とのサービス利用者の情報共有を行

い、必要な支援へ今後も結びつけます。その他医療機関とも情報共有に努めます。 
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④ 在宅医療介護連携に関する相談支援 

地域包括支援センター職員が本町の高齢者の総合相談窓口となっており、医療や介

護についての相談を受けています。 

 

▼本計画期間の方向性 

地域包括支援センターが医療や介護も含めた在宅での総合相談窓口となっており、

町民に相談場所として定着されるよう周知していきます。 

 

 

⑤ 在宅介護関係者の研修と地域住民への普及啓発 

在宅介護関係者の研修として、町単独での研修会は実施していませんが、遠紋圏域在

宅医療推進ネットワーク協議会や紋別市介護支援専門員協会が広域で主催する医療、

介護関係者へ向けた研修会を町内事業所に周知しています。今後は医療関係者には介

護について、介護関係者については医療について研修を行うことが必要です。 

地域住民への普及啓発として、町独自で、町民を対象とした医療や介護に関する研修

会、在宅看取りなどに関するパンフレットの作成などは行っていませんが、「遠紋圏域

在宅医療推進ネットワーク協議会」が実施した在宅死などをテーマにしたフォーラム

などの周知を行いました。 

 

▼本計画期間の方向性 

町の課題に合わせて、専門職に向けた研修会や地域住民の学習の場となる講演会な

どの取り組みを検討します。 

 

 

⑥ 在宅医療介護連携に関する関係市区町村の連携 

紋別保健所が事務局となり遠紋圏域の在宅医療連携を検討する「遠紋圏域在宅医療

推進ネットワーク協議会」（年 4 回程度）へ参加し、圏域の在宅医療や連携のあり方を

検討しました。 

町内での個別ケースの情報共有などは「医療・在宅支援連携会議」などを活用して定

着していますが、町全体での医療と介護の課題、それぞれの役割について検討する機

会がなく、一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯の相談が増えていく中、町全体で高齢者

を支える仕組みを検討する機会が必要です。 

 

▼本計画期間の方向性 

遠紋圏域在宅医療推進ネットワーク協議会に参加し、圏域の在宅医療介護や連携の

あり方を検討します。 
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基本施策５ 住まいの支援体制の充実 

 
（１）高齢者生活支援ハウス 

入居室数が１６室ありますが、年々ご夫婦での入居が少なくなってきており、夫婦用

の２人部屋を１人部屋として使用することが多くなっています。また、入居時には健

康であっても、加齢による機能の衰えから介護が必要な状態になってしまう方が多く、

元来自立者施設として建設された構造上の問題から、要介護度が高い方への対応が困

難となっている場合もあります。入居・退居基準の明確化や、管理方法や利用者負担額

の見直しなど施設運営に関する課題の解決が必要となっています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

高齢者支援ハウス 入居率 室 100％ 100％ 100％ 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

現状の施設運営の課題等を踏まえ、集約化を図りながら、新たに施設整備を計画して

いる小規模多機能型居宅介護事業所と連携した、機能的なサービス展開ができるよう

に生活支援の運営方法の検討を進めます。 

 

 

（２）高齢者下宿 

高齢化により、「見守りや援助・介助」が必要な入居者が増え、令和 2 年 4 月から管

理運営に関する業務の一部を特定非営利法人わたぼうしに委託しています。設置場所

が低地であり、豪雨時に浸水の危険性もあることから、入居者の状況に対応できる新

たな施設整備が必要です。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

高齢者下宿 入居率 室 81％ 100％ 73％ 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

現状の施設運営の課題等を踏まえ、集約化を図りながら、新たに施設整備を計画して

いる小規模多機能型居宅介護事業所と連携した、機能的なサービス展開ができるよう

に生活支援の運営方法の検討を進めます。 
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（３）介護保険サービス（施設系・地域密着系）【再掲】 

介護保険施設については、現在、近隣の施設の活用で対応しておりますが、今後も高

齢化の進行や認知症高齢者への介護量が増えることで、施設利用の需要が高まってき

ます。 

 

▼本計画期間の方向性 

既存の高齢者福祉施設の課題等を踏まえ、集約化を図りながら、新たに施設整備を

計画している小規模多機能型居宅介護事業所と隣接する高齢者の住まいを整備し、住

み替えを実施しながら、連携した生活支援を行うことのできる拠点の整備を進めま

す。 

 

 

              

（４）住宅型有料老人ホームなどのその他入所系サービス 

町内に施設はありませんが、町外の施設を利用される方が増加傾向にあります。 

 

▼本計画期間の方向性 

新たに施設整備を計画している小規模多機能型居宅介護事業所と隣接する高齢者住

まいの整備の検討を進めます。 
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基本施策６ 地域支援体制の機能強化 

 

地域包括支援センターを中心として、高齢者に関わる様々な機関・団体・専門

職のほか、地域住民や民生委員、ボランティア等が連携しながら、地域ケア会議

等の多様な機会を通して、住み慣れた地域で自分らしい生活ができるよう、医療・

介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム

の深化・推進を行っていきます。 

 

 

（１）地域包括支援センターの充実 

① 総合相談体制の充実 

地域包括支援センターに高齢者の総合相談窓口を設置し、さまざまな相談に対応し

ています。相談件数は年度によって差があります。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

新規相談件数 実績 件 85 120 100 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

総合相談窓口やセンターの役割について、民生委員との連携会議や老人クラブなど

に出向き周知を行っていますが、十分とは言い切れないため、住民活動に出向き周知

を行うとともに、高齢者の状況把握なども行っていきます。 

また、地域ケア会議の 5 つの機能を活かし、個別事例検討のみならず地域課題の検

討も行い、生活支援体制整備事業での協議体との連動や、介護保険制度や他制度にか

かわる課題を役場が中心とした関係部署に提言を行うことで新たな施策などに反映さ

れるよう取り組んでいきます。 
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② 生活支援体制の推進 

地域包括支援センターに生活支援コーディネーターを配置し、地域課題の把握を専

門的に行います。令和２年度より地域包括支援センターの社会福祉士 2 名が生活支援

コーディネーターをサポートし、町の見守り体制についての現状把握等を行っていま

す。 

また、生活支援コーディネーターは令和元年度より社会福祉協議会が開催する「ボラ

ンティアセンター興部運営委員会」に参加し、町のボランティア活動について検討を

行っています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

生活支援コーディネーターの配置 実績 人 １ １ １ 

※令和２年度は見込み 

▼本計画期間の方向性 

社会福祉協議会の「ボランティアセンター興部運営委員会」の活動がボランティアを

通した住民同士の助け合い活動を推進しています。社会福祉協議会の地域福祉活動の

中で、事業を進めていけるように協同で検討をしていきます。 

 

 

③ 権利擁護の推進 

判断力等に心配のある高齢者等に地域包括支援センターの社会福祉士が中心となっ

て、弁護士等の専門職や関係機関と連携を図り、成年後見制度の利用支援などを行っ

ています。「興部町成年後見制度利用支援事業」による低所得者への支援事業はありま

すが、周知不足もあり利用実績はありません。 

また、高齢者の虐待防止に対する対応として、「興部町高齢者虐待マニュアル」を作

成し、役場内の福祉・介護部署や医療機関、介護事業所と連携をとり迅速な対応ができ

るようにしています。 

 

▼本計画期間の方向性 

 高齢者の虐待に対して、さらに迅速に対応できるよう関係機関等との学習会の機 

会を作るなど連携強化に努めます。また、成年後見制度についても住民周知等を行 

い、制度の普及啓発を行います。 

 

 

④ 介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

34 ページ参照（再掲） 
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⑤ 包括的・継続的ケアマネジメント支援 

個々の高齢者の状況や変化に応じて切れ目のない支援が行えるよう、主治医や介護

支援専門員、関係機関による在宅と医療機関との連携、在宅と施設の連携、地域の他職

種協働による連携が効果的に行える体制づくりを進めると共に支援困難事例を持つ

個々の介護支援専門員への支援を行います。 

 

▼本計画期間の方向性 

今後も関係機関との日常的な連携を深めるとともに、地域ケア会議などを活用して

困難事例の対応や地域課題などを含めた検討を行うことで、多職種が地域で連携を図

りながらそれぞれの専門性が十分に発揮できるようにしていきます。  
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（２）地域ネットワークの構築 

① 地域ケア会議の充実 

個別事例や地域課題を検討するため、ケア会議を随時開催しています。「生活支援体

制整備事業」による生活支援サービス等を検討する協議体も地域ケア会議の中で実施

するため、関係機関や地域住民への事業周知に努めるとともに、実際に協議体へ参画

してもらい地域で生活支援体制の構築に向けて、話し合いができる体制の構築に努め

ています。 

 

項目 単位 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

協議体の設置 

実績 

箇所 1 1 1 

地域ケア会議 回 10 8 6 

民生児童委員協議会出席 回 6 6 6 

地域見守り協定 箇所 3 3 3 

 

▼本計画期間の方向性 

個別事例の検討については、必要時、他機関と連携し実施することができています

が、福祉、医療、介護における地域課題については、検討する機会が少ない状況です。

また、政策としてつなげていく手順が整備されていないため、体制の構築を図ります。 

 

 

② 高齢者の実態把握体制の構築 

民生委員・児童委員協議会へ出席し、支援の必要な高齢者に関する情報交換等を行っ

ています。本計画期間においては、民生委員・児童委員協議会への参加に加え、他の地

域組織（自治会、商工会等）とのネットワークづくりに努めています。 

 

▼本計画期間の方向性 

各関係機関からの情報提供により、実態把握はできていますが、一人暮らし、高齢者

夫婦世帯の相談が増加しているため、地域の高齢者の状況確認を定期的にできる仕組

みづくりを検討していきます。 

 

  



61 

第５章 介護保険サービス量の見込み及び第 1 号被保険者保険料 

 

１．介護保険サービス量の見込み 

 

（１）介護保険サービス量の見込み 

第８期計画の介護保険サービス量および介護給付費の見込みについては、第７期計

画の利用実績と給付費の伸び率を踏まえ、厚生労働省が提供する地域包括ケア「見え

る化」システムにより、利用量と給付費を推計し算定しています。 

 

① 介護給付費 

 
 

  
  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

（
１
）
居
宅
サ
ー
ビ
ス 

 

訪問介護 
給付費（千円） 38,359  40,982  36,830  
回数（回） 1,036.2  1,102.7  990.3  
人数（人） 39  40  34  

訪問入浴介護 
給付費（千円） 942  942  942  
回数（回） 6.0  6.0  6.0  
人数（人） 2  2  2  

訪問看護 
給付費（千円） 4,055  4,057  4,057  
回数（回） 30.8  30.8  30.8  
人数（人） 8  8  8  

訪問リハビリテーション 
給付費（千円） 193  193  193  
回数（回） 8.9  13.7  13.7  
人数（人） 2  3  3  

居宅療養管理指導 
給付費（千円） 1,237  1,238  1,238  
人数（人） 14  14  14  

通所介護 
給付費（千円） 14,319  14,327  11,141  
回数（回） 234.4  234.4  185.2  
人数（人） 34  34  27  

通所リハビリテーション 
給付費（千円） 346  346  346  
回数（回） 7.1  7.1  7.1  
人数（人） 2  2  2  

短期入所生活介護  
給付費（千円） 14,195  14,202  14,202  
日数（日） 143.2  143.2  143.2  
人数（人） 7  7  7  

短期入所療養介護（老健）  
給付費（千円） 0  0  0  
日数（日） 0 0  0  
人数（人） 0  0  0  

短期入所療養介護（病院等）  
給付費（千円） 0  0  0  
日数（日） 0.0  0.0  0.0  
人数（人） 0  0  0  

短期入所療養介護(介護医療
院) 

給付費（千円） 0  0  0  
日数（日） 0.0  0.0  0.0  
人数（人） 0  0  0  

福祉用具貸与 
給付費（千円） 5,905  6,014  5,759  
人数（人） 44  45  41  

特定福祉用具購入費 
給付費（千円） 280  280  280  
人数（人） 1  1  1  

住宅改修費 
給付費（千円） 1,244  1,244  1,244  
人数（人） 1  1  1  

特定施設入居者生活介護 
給付費（千円） 3,289  3,291  3,291  
人数（人） 1  1  1  

※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。  
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  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

（
２
）
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
給付費（千円） 879  879  879  

人数（人） 1  1  1  

夜間対応型訪問介護 
給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  

地域密着型通所介護 

給付費（千円） 0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

認知症対応型通所介護  

給付費（千円） 7,532  8,143  4,504  

回数（回） 86.2  94.4  45.2  

人数（人） 10  11  5  

小規模多機能型居宅介護 
給付費（千円） 1,128  1,129  2,258  

人数（人） 1  1  8  

認知症対応型共同生活介護 
給付費（千円） 15,378  39,331  39,331  

人数（人） 5  13  13  

地域密着型特定施設入居者生活介護 
給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 

給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  

看護小規模多機能型居宅介護 
給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  

（
３
）
施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 
給付費（千円） 104,501  104,559  104,559  

人数（人） 35  35  35  

介護老人保健施設 
給付費（千円） 24,786  24,799  24,799  

人数（人） 8  8  8  

介護医療院  
給付費（千円） 9,051  9,056  9,056  

人数（人） 2  2  2  

介護療養型医療施設 
給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  

（４）居宅介護支援 
給付費（千円） 11,718  11,725  10,662  

人数（人） 72  72  65  

合計（小計１） 給付費（千円） 259,337  286,737  275,571  

※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。 
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② 予防給付費 

 

 

 

  
  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

（
１
）
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問入浴介護  

給付費（千円） 0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防訪問看護  

給付費（千円） 496  496  496  

回数（回） 7.0  7.0  7.0  

人数（人） 2  2  2  

介護予防訪問リハビリテーショ

ン  

給付費（千円） 0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防居宅療養管理指導 
給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防通所リハビリテーショ

ン 

給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防短期入所生活介護  

給付費（千円） 0  0  0  

日数（日） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防短期入所療養介護（老

健） 

給付費（千円） 0  0  0  

日数（日） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防短期入所療養介護（病

院等） 

給付費（千円） 0  0  0  

日数（日） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防短期入所療養介護(介

護医療院) 

給付費（千円） 0  0  0  

日数（日） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 
給付費（千円） 677  677  677  

人数（人） 14  14  14  

特定介護予防福祉用具購入費 
給付費（千円） 227  227  227  

人数（人） 1  1  1  

介護予防住宅改修  
給付費（千円） 799  799  799  

人数（人） 1  1  1  

介護予防特定施設入居者生活介

護 

給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  
（
２
）
地
域
密
着
型 

 
 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

 

介護予防認知症対応型通所介護 

給付費（千円） 0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防小規模多機能型居宅介

護 

給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防認知症対応型共同生活

介護 

給付費（千円） 0  0  0  

人数（人） 0  0  0  

（３）介護予防支援 
給付費（千円） 937  937  937  

人数（人） 18  18  18  

合計（小計２） 給付費（千円） 3,136  3,136  3,136  

※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。  
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（２）介護保険給付費の財源構成 

介護給付費（予防給付費を含む）の財源は、50％が国・北海道・興部町の公費負担

であり、残りの 50％が第１号被保険者（65 歳以上の方）の介護保険料と第２号被保

険者（40 歳から 64 歳の方）の介護保険料で構成されます。 

第１号被保険者保険料と第２号被保険者保険料の割合は、人口比で按分され、第８期

では、第１号被保険者保険料は 23％、第２号被保険者保険料は 27％と定められてい

ます。 

 

    介護給付（居宅サービス）  介護給付（施設サービス） 

   

 

（３）地域支援事業費の財源構成 

地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業・任意事業）は、

国が定める基準の範囲内で行うこととされています。 

その財源は、介護予防・日常生活支援総合事業では、50％が国・北海道・興部町の

公費負担、残りの 50％が第１号被保険者（65 歳以上の方）の介護保険料と第２号被

保険者（40 歳から 64 歳の方）の介護保険料で構成されます。 

包括的支援事業費及び任意事業費では、第２号被保険者の負担がなくなり、77％が

国・北海道・興部町の公費負担、残りの 23％が第１号被保険者の介護保険料で構成さ

れます。 

 

   地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業） 
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65 

（４）総給付費の見込み 

 

単位：円  

  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

総給付費（小計１＋小計２） 262,473,000  289,873,000  278,707,000  

特定入所者介護サービス費等給付額 17,549,930  16,177,358  16,244,483  

高額介護サービス費等給付額 5,800,637  5,775,572  5,799,537  

高額医療合算介護サービス費等給付額 700,000  700,000  700,000  

算定対象審査支払手数料 226,359  227,304  228,249  

合計（標準給付費見込額） 286,749,926  312,753,234  301,679,269  

※上記は、財政影響額調整後の額 

 

 

（５）地域支援事業費の見込み 

 

①介護予防・日常生活支援総合事業費 

単位：円  

  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

訪問介護相当サービス 3,336,611  3,025,945  2,870,104  

通所介護相当サービス 5,461,317  5,494,395  5,532,045  

通所型サービス C 974,461  974,461  970,560  

介護予防ケアマネジメント 24,668  24,668  24,570  

介護予防普及啓発事業 1,198,357  1,198,357  1,193,560  

地域介護予防活動支援事業 957,681  957,681  953,848  

上記以外の介護予防・日常生活総合事業 33,917  33,917  33,781  

介護予防・日常生活支援総合事業費 合計 11,987,012  11,709,424  11,578,468  

 

②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 

 

単位：円  

  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

包括的支援事業(地域包括支援センターの運営) 510,000  510,000  510,000  

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 合計 
510,000  510,000  510,000  

 

③包括的支援事業（社会保障充実分） 

 

単位：円  

  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

在宅医療・介護連携推進事業 50,000  50,000  50,000  

生活支援体制整備事業 90,000  90,000  90,000  

認知症初期集中支援推進事業 180,000  180,000  180,000  

認知症地域支援・ケア向上事業 200,000  200,000  200,000  

包括的支援事業（社会保障充実分）合計 520,000  520,000  520,000  
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２．第１号被保険者の介護保険料の試算 

 

（１）1 号保険料（基準額）の算定 

事業計画期間中に必要となる介護給付費を見込み、第 1 号被保険者の介護保険料を

下記の手順で算定しています。 

単位：円  

  合計 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

標準給付費見込額 901,182,429  286,749,926  312,753,234  301,679,269  

地域支援事業費 38,364,904  13,017,012  12,739,424  12,608,468  

合計 939,547,333 299,766,938 325,492,658 314,287,737 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＋調整交付金相当額 46,822,867 円 

－調整交付金見込額 63,149,000 円 

＋財政安定化基金償還金 0 円 

－保険者機能強化推進交付金交付見込額   

 2,100,000 円 

－準備基金取崩額 5,000,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記算定にあたっては、所得段階別の加入割合で補正をかけているため、実際の３年間の被保険者数で割

った数字とは年額保険料は異なります。  

Step１．標準給付費見込額＋地域支援事業費（第８期計画期間中） 

939,547,333 円…① 

Step２．第１号被保険者負担額相当分（第８期計画期間中） 

216,095,887 円（①×23％） 

Step４．所得段階別加入割合補正後被保険者数 3,883 人…③ 

（基準額の割合によって補正した第８期計画期間中の被保険者数） 

Step5．介護保険料（月額）の算定 4,340 円（年額 52,080 円） 

（192,669,753 円（②）÷ 99.00％ ÷ 3,883 人（③）÷ 12 ヶ月） 

Step３．保険料収納必要額（第８期計画期間中） 

192,669,753 円（収納率 99.00％で補正前）…② 

介護給付費準備基金の活用 

介護給付費が介護サービスの見込みを下

回った場合は、余剰金を介護給付費準備基

金に積み立てています。 

第８期計画では、この基金を取り崩して

保険料の急激な上昇を抑制します。 
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（２）所得段階別の第１号被保険者保険料 

第１号被保険者（65 歳以上の方）の介護保険料は、本人、世帯の合計所得金額及び

市町村民税の課税状況等により所得に応じた設定を行います。 

本町では、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行う観点から所得段階別の

負担設定を９段階に設定し、保険料率を設定いたします。 

 

第８期保険料 基準額 月額 4,300 円 

 

【第８期保険料段階】          

単位：円  

保険料 

段階 

対象 
割合 月額 年額 

世帯 本人所得 

第 1 段階 

非課税

世帯 

老齢年金受給者・生活保護受給者及び 

課税年金収入+合計所得金額が 

年間 80 万円以下 

0.50 

（0.30） 

2,150 

（1,935） 

25,800 

（15,480） 

第 2 段階 
課税年金収入+合計所得金額が 

年間 120 万円以下 

0.75 

（0.50） 

3,225 

（2,150） 

38,700 

（25,800） 

第 3 段階 
課税年金収入+合計所得金額が 

年間 120 万円超 

0.75 

（0.70） 

3,225 

（3,010） 

38,700 

（36,120） 

第 4 段階 

課税者 

あり 

本人 

非課税 

課税年金収入+合計所得金額が 

年間 80 万円以下 
0.90 3,870 46,440 

第 5 段階 
課税年金収入+合計所得金額が 

年間 80 万円超 
1.00 4,300 51,600 

第 6 段階 

本人 

課税者 

合計所得が 120 万円未満 1.20 5,160 61,920 

第 7 段階 
合計所得が 120 万円以上～ 

210 万円未満 
1.30 5,590 67,080 

第 8 段階 
合計所得が 210 万円以上～ 

320 万円未満 
1.50 6,450 77,400 

第 9 段階 合計所得が 320 万円以上 1.70 7,310 87,720 
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第６章 地域包括ケアシステムの実現に向けて 

 

１. 地域包括ケアシステムを支える人材の確保・業務効率化の取組の強化 

 

（１）介護人材の育成・質の向上 

①地域包括支援センター職員の人材の確保と資質の向上 

介護離職の防止や介護に取り組む家族等への支援、また、地域支援事業の拡充による

地域の担い手（ＮＰＯ法人やボランティア団体）を生かした生活支援、地域ケア会議の

効果的な実施など、今後、地域包括支援センターの役割はさらに大きくなることが見

込まれます。そのため、高齢化に伴う相談件数の増加や、新たな事業展開による専門職

の配置を勘案し、業務量と専門性に応じた人員体制の確保を図ります。 

また、限られた地域資源の中で的確に事業を進めていくためには、福祉や医療、介護

等との連携が必須です。各職種の専門性を生かした業務が遂行できるよう、地域包括

支援センター職員向けの研修を通して職員の資質向上を図ります。 

 

②サービス提供事業者の質の向上 

サービス提供事業者による適切な介護保険サービスを確保するため、迅速な情報提

供を図ります。 

また、事業者から幅広く情報収集し、かつ事業者同士が意見交換できる場を創出し、

事業運営、利用者の満足度向上、介護度の改善等に資するノウハウ等の共有化により、

円滑かつ効果的なサービス提供等に努めます。 

介護・福祉サービスの情報発信に努めるとともに、サービス提供事業者の事業内容や

事業実施体制、設備の状況など、利用者がサービス提供事業者を的確に評価できるよ

う、事業者に対し情報公開を働きかけます。 

  

③医療・介護者の働きやすい環境づくり 

地域包括ケアシステムを効果的に機能させるためには、それを下支えする医療・介護

従事者の確保や働きやすい環境づくりが重要です。 

担い手確保については、人口減少・高齢化に伴う各種産業の共通課題であり、医療・

介護分野の事業所に限らず本町全体で取り組むべき課題です。そのため、例えば、地域

において有資格者でありながら離職している人材の発掘、医療・介護分野への関心は

あるが資格を持っていない人や求職中の人を対象とした資格取得の支援、資格取得後

に本町で働けるよう住まいの確保や住環境の整備等に係る支援等の可能性について検

討します。 
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（２）介護人材の確保・業務効率化に向けた取組 

近年、介護だけでなく、障害や虐待など複合的な課題を抱える高齢者が増えてきてお

り、介護人材の不足から、サービス資源が不足する場面も多くなっています。 

介護人材の離職防止・定着促進を進めていくための処遇改善を検討するとともに、元

気高齢者や外国人など、多様な人材の参入・活躍を促すため、事業者との協議の場を設

けます。 

また、介護の現場で働く職員が長く働き続けることができるよう、必要に応じて、肉

体的負担を軽減する介護ロボットや、文書負担軽減のための ICT の活用について検討

を進めます。 

 

 

 

２．情報発信の促進 

 

地域包括ケアシステムの構築に向けては、医療、介護サービスの情報に加え、地域包括

支援センターや生活支援・介護予防サービスの所在地や事業内容、サービス内容等につ

いて、地域で共有される資源として広く住民に向けて発信することが重要です。 

そのため、ホームページや各種パンフレット、厚生労働省による介護サービス情報公

表システムを活用し、積極的な情報発信に努めます。 
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３．地域包括ケアシステム実現に向けた重点課題と対応の方向性 

 

（１）地域住民の互助活動の促進 

今後、ますます高齢化が進む中、介護サービスだけに頼らない地域住民同士の互助活

動が重要となりますが、本町においては自治会の高齢化等に伴い、会員数が減少し、地

域住民同士での助け合い体制を維持することが困難になりつつあります。近年では、

閉じこもり予防事業を実施していた自主組織においても、担い手の高齢化により、活

動が停滞している状況にあります。また、冬期間の除雪サービスについても協力員の

高齢化が進んでおり、次の協力体制づくり繋がる対応策が急務となっています。 

このような状況において、今後は自治会に属していない町民や、属してはいるものの

地域活動に参加していない町民から互助活動の担い手となる人材を発掘・育成するこ

とが重要となります。 

また、互助活動の継続性を確保するためには、地域住民の意識を変えて根付かせるこ

とが必要です。そのため、長期的な視点にたち時間をかけて、町民の互助活動に対する

意識醸成、活動への参加を後押しするきっかけづくり、主体性の確保といった段階的

な取り組みを着実に積み重ね担い手の発掘・育成をすることが重要となります。 

 

 

（２）介護・医療従事者の意識共有の促進 

地域包括ケアシステムの実現のためには、介護従事者や医療従事者のみならず、行

政、企業、住民など、地域全体が本町の目指す地域包括ケアシステムに対する共通認識

を持ち、地域一体となって取り組むことが重要となります。 

そのためには、地域全体で本町の高齢化、介護保険制度、介護福祉・医療の関する実

情などを理解することが必要となりますが、とりわけ地域住民については、このよう

な情報に触れる機会は少ない状況です。このようなことから、介護・医療従事者が介護

福祉や医療の現場の実情に基づき、住民に周知する機会をつくることで、住民の理解

を促すとともに、介護・医療従事者の相互理解の促進に努めます。 
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付属資料 

 

１．興部町介護保険事業計画策定等委員会 

 

（１）設置要綱 

 

(設置) 

第 1 条 興部町の介護保険等に関する事業等について、広く町民の意見を反映し、

円滑かつ適切な運営に資することを目的として、興部町介護保険事業計画策定等

委員会(以下「委員会」という。)を設置する。  

 

(所掌事項) 

第 2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を町長

に答申する。  

(1) 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)に基づく興部町介護保険事業計画の策

定又は変更に関する事項  

(2) 老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)に基づく興部町高齢者保健福祉計画の

策定又は変更に関する事項  

 

(組織) 

第 3条 委員会は、委員 10人以内をもって組織する。  

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。  

(1) 社会福祉団体等の関係者  

(2) 保健・医療関係者  

(3) 被保険者代表者  

(4) 介護保険サービス事業者  

(5) 学識経験者  

3 委員の任期は、委嘱の日から各期計画開始の前年度末日までとする。ただし、

欠員が生じた場合における後任者は、前任者の残任期間とする。  

 

(委員長及び副委員長) 

第 4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ 1名ずつ置く。  

2 委員長は、委員の互選により定める。  

3 副委員長は、委員長の指名により定める。  
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4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その

職務を代理する。  

 

(会議) 

第 5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。  

2 委員長は、過半数の委員の出席により会議を開催するよう努めなければならな

い。  

3 委員会は、必要に応じ、有識者から意見を聴くことができる。  

 

(部会) 

第 6条 委員会は、調査研究のために必要があると認めるときは、部会を設けるこ

とができる。  

 

(守秘義務) 

第 7条 委員及び第 5条第 3項の規定によりに出席した者は、正当な理由なく、会

議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、委員は、その

職を退いた後もまた同様とする。  

 

 (庶務) 

第 8条 委員会の庶務は、介護支援課において行う。  

 

(補則) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都

度別に定める。  

 

附 則  

1 この訓令は、令和 2年 4月 1日から施行する。  

2 興部町老人保健福祉計画推進委員会設置要綱(平成 6年訓令第 12 号)は、これを

廃止する。  
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（２）興部町介護保険事業計画策定等委員会委員名簿 

 

 

委員区分 

策 定 委 員 会 委 員 構 成 

氏   名 委員区分（職名等） 

１号委員 櫻 木 トモ枝 
社会福祉団体等の関係者 

（社会福祉協議会会長） 

〃 小 山 哲 夫 
〃 

(民生児童委員協議会会長) 

〃 宮 本   哲 
〃 

(自治会連合会副会長) 

〃 遠 山 かおる 
〃 

(おこっぺ町地域づくりサポートの会事務局長） 

２号委員 瀧 本 克 樹 
保健医療関係者 

（町国保病院主任理学療法士） 

〃 牧 村 之 人 
〃 

（まきむら歯科医院院長） 

３号委員 支 倉 睦 子 
被保険者代表者 

（公 募） 

〃 鳥 井 啓 一 
〃 

（公 募） 

４号委員 川 上 和 子 
介護サービス事業者 

（特定非営利活動法人 わたぼうし 理事長） 

５号委員 長 澤 早 苗 学識経験者 
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（３）興部町介護保険事業計画策定等部会委員名簿 

 

ＮＯ 職  名 氏   名 

１ 福祉保健課長 開 米 俊 憲 

２ 
福祉保健課長補佐 

（兼健康推進係長） 
近 藤 博 信 

３ 
福祉保健課健康推進係 

主任栄養士 
黒 田 博 代 

４ 介護相談係長 相 馬 真由子 

５ 介護予防係長 笹 岡 彰 仁 

６ 町国保病院医事係長 長谷川 裕 也 

   

【事務局】 介護支援課長 浜 田 康 弘 

〃 地域包括支援センター所長 鎌 田 ひとみ 

〃 介護支援課保険医療係長 岡 崎 峰 子 

〃 保険医療係主査 齊 藤 那 奈 

〃 福祉保健課社会福祉係長 佐 藤 綾 子 
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２．策定経過 

 

「興部町介護保険事業計画策定等委員会」は、国や北海道の動向を踏まえて計

画的に開催し、介護保険制度や高齢者の保健福祉全般の論議の中から意見等を十

分尊重催し、計画に反映しました。  

 

■開催年月日と主な実施内容■ 

開催年月日 実施内容等 

令和２年 ６月 １日 介護予防・日常生活圏ニーズ調査及び在宅介護実態調査 

令和２年 ６月 26 日 

 

興部町介護保険事業計画策定等委員会(第 1 回)  

〇介護保険事業計画策定等委員会の設置について 

〇国の基本指針及び北海道介護保険事業支援計画について 

〇介護予防・日常生活圏ニーズ調査及び在宅介護実態調査について 

〇高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画策定方針について 

〇高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の進捗状況について 

〇部会の設置について 

令和２年 ８月 ７日 

 

興部町介護保険事業計画策定等委員会部会(第 1 回)  

〇介護保険事業計画策定等委員会の設置について 

〇国の基本指針及び北海道介護保険事業支援計画について 

〇介護予防・日常生活圏ニーズ調査及び在宅介護実態調査について 

〇高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画策定方針について 

〇高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の進捗状況について 

〇部会の設置について 

令和２年 ８月２６日 

 

総務社会常任委員会所管事務調査 

〇第 8 期介護保険計画のアンケート分析結果について 

令和２年１０月１９日 興部町介護保険事業計画策定等委員会部会(第 2 回) 

〇介護予防・日常生活圏ニーズ調査及び在宅介護実態調査結果報告に 

ついて 

 〇第７期計画の施策の現状と課題、実績、第８期計画に向けての方向 

性について 

 〇地域密着型サービスについて 
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開催年月日 実施内容等 

令和２年１１月１８日 総務社会常任委員会所管事務調査 

〇第六期興部町総合計画の総務社会分野における進捗状況について 

令和３年 １月２１日 興部町介護保険事業計画策定等委員会部会(第３回) 

〇高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画（素案）について 

令和３年 １月２８日 興部町介護保険事業計画策定等委員会(第２回) 

〇高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画（素案）について 

〇今後の地域生活支援について 

令和３年 ２月 パブリックコメント 

令和３年 ２月上旬 興部町介護保険事業計画策定等委員会部会(第４回)※書面 

〇高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画（素案）の修正に 

ついて 

令和３年 ２月 ８日 総務社会常任委員会所管事務調査 

〇高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画について 

令和３年 ２月１９日 議会全員協議会 

〇高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画のその後の経過について 

令和３年 ２月下旬 興部町介護保険事業計画策定等委員会(第３回) 

〇高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画の決定及び答申 
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３．基本指針について 

 

（１）基本指針について 

介護保険法第 116 条に基づき、厚生労働大臣は、「介護保険事業に係る保

険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（基本指針）」を定めるも

のとされています。市町村介護保険事業計画は、この基本指針に即して定め

ることとされており、本計画もこの基本指針に即して策定を行いました。  

 

 

（２）第８期計画において記載を充実する事項について 

第８期計画において記載を充実する事項としては、次のとおり示されてい

ます。 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）、及び団塊ジュニア

世代が 65 歳以上となる令和 22 年（2040 年）を念頭に、サービス基盤の

整備や高齢者人口、介護サービスのニーズを中期的に見据えながら、持続可

能な介護サービスの提供を図るほか、誰もが自分らしく暮らすことができ、

また、活躍できる社会の実現を目指すものとなっています。  

 

1．2025・2040 年を見据えたサービス基盤、人的の基盤整備 

2025･2040 年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえる 

 

２．地域共生社会の実現 

地域共生社会の実現に向けた考え方や取り組みについて 

 

3．介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

① 一般介護予防事業の推進に関して「ＰＤＣＡサイクルに沿った推進」、「専門職の関与」

「他の事業との連携」 

② 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

③ 自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取り組み 

④ 総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえる 

⑤ 保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進 

⑥ 在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化 

⑦ 要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標 

⑧ ＰＤＣＡサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環

境整備 
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5．認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

① 認知症施策推進大綱に沿って、5 つの柱に基づき記載（普及啓発の取り組みやチームオ

レンジの設置及び「通いの場」の拡充等について記載） 

② 教育等他の分野との連携に関する事項について記載 

 

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り組みの強化 

① 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の必要性 

② 介護現場における業務仕分けやロボット・ＩＣＴの活用、元気高齢者の参入による業務

改善など、介護現場革新の具体的な方策 

③ 総合事業等の担い手確保に関する取り組み 

④ 要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性 

⑤ 文書負担軽減に向けた具体的な取り組み 

 

７．災害や感染症対策に係る体制整備 

近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ 、これらへの備えの重要性 

（資料）「基本指針の構成について」（令和２年７月 27 日）第 91 回社会保障審議会介護保険部会より作成 

 


