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くすのき広域連合 

介護保険事業計画 
（概要版） 

 

くすのき広域連合 

 

平成 24 年～平成 26 年 

くすのき広域連合は、守口市、門真市、四條畷市の介

護保険を運営する保険者として平成 11 年５月６日に設

立された特別地方公共団体であり、名称は３市の「市の

木・くすのき（楠）」に由来しています。 
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第１章 計画序論 

１．計画策定の背景 

平成 12 年度に施行された介護保険制度は、要介護者を社会的に支える仕組みとして定着してき

ましたが、サービス利用者の増加に伴い、介護給付の増大が大きな課題となっています。そこで、

国は、平成 18 年度に介護が必要となる前からの高齢者の健康づくりや、介護予防サービスを含め

た予防重視型システムへの転換、新たなサービス体系の確立など、大幅な制度改正を行いました。

しかし、高齢者人口の増加に伴い、要介護者や認知症高齢者の増加、独居・高齢者夫婦等高齢者の

み世帯の増加は進行し続けています。 

このため、国ではできるだけ住み慣れた地域で暮らし続けたいと望む高齢者のニーズが高くなっ

ていることから、高齢者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、「介護」「予防」「医療」「生活支援」「住まい」の５つのサービスを一体的に提供する

「地域包括ケア」の考え方を掲げています。 

くすのき広域連合を構成する守口市、門真市、四條畷市の３市（以下「関係３市」という。）にお

いても高齢化が急速に進んでおり、今後の更なる高齢化に向け、住み慣れた地域で安心して生活を

続けられる環境を整えることが求められています。 

そこで、第４期介護保険事業計画期間（平成 21～23 年度）が平成 23 年度で終了することから、

これらの状況を踏まえ第５期介護保険事業計画（以下「本計画」という。）を策定します。 

介護保険事業計画は、高齢者保健福祉計画と一体的なものではありますが、高齢者保健福祉計画

は関係３市がそれぞれ策定することになっているため、事業の実施にあたっては関係３市と連携し

ながら進めていきます。 

 

２．計画の位置づけ及び性格 

    広域行政を活かした計画 

関係３市は、介護保険事業の運営主体として、くすのき広域連合を設立し、介護保険事業を将来

にわたり安定した制度として発展させ、住民によりよい介護サービスを提供できるよう努めてきま

した。 

介護保険事業を広域化することで、同一保険料で同じ水準の介護サービスが受けられることや公

平・公正な認定、市域にかかわらず近くの窓口で申請できるなど、様々な効果・利点があります。

また、財政の安定化、事務処理の効率化によるコストの削減、一元化した事業者指導でのサービス

の質の向上や広域的な調整によるサービス基盤の整備等にも効果があらわれています。 

今後も引き続き、介護保険事業を本広域連合で運営し、広域連合の利点を生かした計画を策定し

ていきます。 
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    高齢者保健福祉計画との関係 

高齢者保健福祉計画は、高齢者に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措

置が講じられるよう、寝たきり、認知症等の予防のためのサービスの提供、ひとり暮らし高齢者の

生活支援のためのサービス提供等も含め、地域における高齢者を対象とする保健医療サービス及び

福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画として作成するものです。 

 介護保険事業計画は、介護保険サービスに関する分野の具体的な計画を担う役割があります。そ

のため、くすのき広域連合で策定する介護保険事業計画と、関係３市でそれぞれ策定する「高齢者

保健福祉計画」とは連絡・調整を行い、両計画の一体化を図っていきます。 

    他計画との調和 

本計画は、関係３市の総合計画の下位計画と位置づけ、各市の「地域福祉計画」、「障害者計画」、その

他の関連計画に基づく事業との整合性を図りながら、的確な事業実施に努めます。 

また、大阪府の関連計画である「大阪府高齢者計画 2012」、「大阪府地域ケア体制整備構想」などと

の整合性も図っていきます。 

    法的位置づけ 

本計画は、改正介護保険法第 117 条の規定に基づき、３年を１期として本広域連合が行う介護

保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する内容を定めるものです。 

    計画の策定体制 

 策定に当たっては、学識経験者、被保険者代表（１号被保険者及び２号被保険者の代表）や介護

サービス・支援事業者代表等を含めた策定委員会を組織し、多様な意見を反映できる体制で審議し

ました。 

また、市民の実態や意見を反映させるために、一般高齢者、要支援・要介護認定者を対象に国が

作成した日常生活圏域ニーズ調査の内容を踏まえた実態調査を実施し、日常生活の実態や介護保険

サービスの利用状況、今後の利用意向や介護保険制度についての考え方等の把握に努めました。 

さらに、計画案の作成にあたり、パブリックコメントを実施し、広く市民に意見を求めました。 
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H24年度 H25年度 H26年度

要介護５ 1,791 1,966 2,141

要介護４ 1,747 1,840 1,929

要介護３ 1,883 1,814 1,724

要介護２ 3,590 3,906 4,219

要介護１ 2,152 2,256 2,347

要支援２ 2,251 2,530 2,808

要支援１ 1,584 1,766 1,947

合計 14,998 16,078 17,115
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40歳未満 139,388 135,432 132,074 129,003 126,545 124,383 122,351 120,627 119,017

40～64歳 113,149 112,229 111,042 110,710 110,114 109,824 109,626 109,478 109,290

65歳以上 80,526 83,836 86,705 88,313 89,466 89,888 89,941 89,480 88,786

高齢化率 24.2% 25.3% 26.3% 26.9% 27.4% 27.7% 27.9% 28.0% 28.0%
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333,063 331,497 329,821 328,026 326,125 324,095 321,918 319,585 317,093

第２章 高齢者の将来展望 

１．将来推計 

    人口推計 

平成 32 年度までの人口推計を行ったところ、総人口は年々減少し、第５期計画期間末である平

成 26 年度では 329,821 人、第６期計画期間末である平成 29 年度では 324,095 人となってい

ます。高齢化率をみると、第５期計画期間末である平成 26 年度では 26.3％、第６期計画期間末で

ある平成 29 年度では 27.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    要支援・要介護認定者の推計 

要支援・要介護認定者数の推計を行ったところ、要支援・要介護認定者数は年々増加し、第５期計画末

の平成 26 年度には 17,115 人になると予測され、平成 24 年度からの２年間で 2,117 人増加する見込

みとなっています。また、平成 24 年度から平成 26 年度の要介護度別の伸びをみると、要支援１と要支

援２がその他の要介護度と比較して若干多く増加する見込みとなっています。 
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２．日常生活圏域の現況 

 

    日常生活圏域設定に対する考え方 

平成 17 年６月に改正された介護保険法で

は、第３期計画以降の市町村介護保険事業計画

において、高齢者が住み慣れた地域で生活を継

続することができるようにするため、市町村内

を日常生活の圏域にわけ、その圏域ごとに地域

密着型サービスのサービス量を見込むことと

されました。（介護保険法第 117 条第２項） 

設定にあたっての基準としては、「地理的条

件」、「人口（おおよそ２万人～３万人）」、「交

通事情その他社会的条件」、「介護給付等対象サ

ービスを提供するための施設の整備の状況」な

どを総合的に勘案することとされています。 

現行の日常生活圏域では、市別に小中学校区

を基準とし、おおよそ２万人～３万人、広幅員

道路や鉄道等の地形・地物などの地理的条件等

を考慮することで、守口市を６圏域、門真市を

５圏域、四條畷市を３圏域、合計 14 圏域を設

定しており、今後も日常生活圏域は同じく 14

圏域としていきます。 
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※平成 24 年４月に、第一中学校と第六中学校を統合し 

「門真はすはな中学校」が設置されます。 
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第３章 計画の基本的考え方 

１．基本理念 

高齢になってもできるだけ住み慣れたまちでいきいきと暮らすことができ、また介護が必要にな

っても、人間としての尊厳をもって老後を過ごすことができるよう、行政の取り組みはもとより、

積極的な市民参加を求めながら、地域全体で高齢者を支える社会の形成が求められています。 

従って、本計画では『すべての高齢者が住み慣れたまちで安心して生活ができる、また、社会参

加できる地域社会の実現』を基本理念とします。 

２．第５期計画の考え方 

 本計画の策定にあたり、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した

生活を営むことができるよう、「介護」「予防」「医療」「生活支援」「住まい」の５つのサービスを一

体的に提供していく「地域包括ケア」の考え方を念頭に置き、地域の実情や特性を反映させ、地域

にふさわしいサービス提供体制の実現を目指すことが重要になっています。 

 また、本計画は平成 26 年度末を目標時期と定めるとともに、75 歳以上の高齢者がピークを迎

える平成 30 年代後半を見据え、中長期的な視点で各種取り組みを行ってきたものであり、今後も

この考え方を基本としつつ、現在の施策の進捗状況の整理や地域のニーズを把握したうえで計画の

充実に努めます。 

 

３．施策体系 

施策の方向 取り組み内容

１．介護保険サービスの見込み量

●居宅サービス

●施設サービス 

●地域密着型サービス

２．介護予防の推進

●健康づくり・生活習慣病予防の推進

●介護予防の効果的な推進

●地域支援事業の効果的な実施

●介護予防拠点の強化

３．地域包括ケアの構築

●地域包括支援センターの機能強化 

●地域包括ケアの推進 

●医療と介護の連携強化 

●生活支援サービスの整備 

４．高齢者の尊厳確保のための方策

●認知症高齢者対策の推進 

●高齢者虐待の防止 

●高齢者の孤立防止 

５．介護サービスの基盤整備と質の向上

●介護サービスの基盤整備 

●事業者の指定事務・指導・監督 

●介護従事者に対する支援強化 

６．介護保険事業の円滑な運営

●適切な要支援・要介護認定 

●苦情処理・相談体制・情報の公開・広報 

●介護給付の適正化 

●介護サービス利用の支援

５



 

第４章 施策の展開 

１．介護保険サービスの見込み量 

 第５期計画期間においては、下記のとおり国が示した目標値（参酌標準）を基に事業量を見込

んでいます。 

 ①平成 26 年度における、介護保険３施設等の入所施設利用者全体に対する要介護４・５の割

合を 70％以上とする。 

 ②平成 26 年度における、介護保険施設の個室・ユニット型の割合を 50％以上に高める。 

とりわけ、特別養護老人ホームは 70％以上を目指す。 

 

■介護給付見込量の一覧 

  単位 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

         スビーサ宅居）１（

957,759 190,939429,109 年/回 護介問訪①

118,7 463,7796,6 年/回 護介浴入問訪②

890,87 231,67156,27 年/回 護看問訪③

619,52 120,52457,32 年/回 ンョシーテリビハリ問訪④

502,6 540,6167,5 年/人 導指理管養療宅居⑤

349,763 056,953985,743 年/回 護介所通⑥

219,421 391,221671,811 年/回 ンョシーテリビハリ所通⑦

284,85 793,85407,65 年/日 護介活生所入期短⑧

049,5 809,5017,5 年/日 護介養療所入期短⑨

085,8 215,7215,4 年/人 護介活生者居入設施定特⑩

118,45 394,35594,15 年/人 与貸具用祉福⑪

827,1 494,1444,1 年/人 売販具用祉福定特⑫

         スビーサ型着密域地）２（

0 00 年/人 護介問訪型応対間夜①

080,4 929,3277,3 年/回 護介所通型応対症知認②

237 237864 年/人 護介宅居型能機多模規小③

864,3 252,3028,2 年/人 護介活生同共型応対症知認④

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 人/年 240 240 240

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人/年 696 696 1,740

⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人/年 204 240 252

003 0030 年/人 スビーサ型合複⑧

083,1 222,1971,1 年/人 修改宅住）３（

820,101 811,88097,48 年/人 援支護介宅居）４（

         スビーサ設施険保護介）５（

427,11 427,11427,11 年/人 設施祉福人老護介①

061,11 042,9042,9 年/人 設施健保人老護介②

440,1 440,1440,1 年/人 設施療医型養療護介③

６ 



 

 

 

■予防給付見込量の一覧 

  単位 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

         スビーサ防予護介）１（

100,61 114,41388,21 年/人 護介問訪防予護介①

0 00 年/回 護介浴入問訪防予護介②

079,3 665,3871,3 年/回 護看問訪防予護介③

④介護予防訪問リハビリテーション 回/年 579 648 721

472 742022 年/人 導指理管養療宅居防予護介⑤

695,7 838,6011,6 年/人 護介所通防予護介⑥

⑦介護予防通所リハビリテーション 人/年 1,637 1,832 2,035

702 681661 年/日 護介活生所入期短防予護介⑧

0 00 年/日 護介養療所入期短防予護介⑨

⑩介護予防特定施設入居者生活介護 人/年 540 900 1,032

797,6 411,6854,5 年/人 与貸具用祉福防予護介⑪

294 834583 年/人 売販具用祉福防予護介定特⑫

         スビーサ防予護介型着密域地）２（

①介護予防認知症対応型通所介護 回/年 0 0 0

②介護予防小規模多機能型居宅介護 人/年 60 96 96

③介護予防認知症対応型共同生活介護 人/年 0 0 0

426 945394 年/人 修改宅住防予護介）３（

060,72 838,32693,12 年/人 援支防予護介）４（

２．介護予防の推進 

   健康づくり・生活習慣病予防の推進 

  壮・中年期死亡を減少させ、高年期に活力ある生活を送るためには、若年期及び壮・中年期におけ

る健康づくりや生活習慣病予防が大切です。 

  そのため、関係３市が実施している健康づくりに関する取り組みや国民健康保険加入者を対象とし

た特定健康診査・特定保健指導などと連携を図った健康づくり・生活習慣病の予防に取り組みます。

また、高齢者の健康管理については、かかりつけ医を持つことが特に重要であることから、あらゆる

機会において、かかりつけ医を持つことの重要性について啓発を行います。 

 

    介護予防の効果的な推進 

介護予防を効果的に推進するため、地域支援事業における介護予防事業の実施主体である本広域連

合を軸として、関係３市、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者等の関係機関と連

携を図るとともに、関係３市で実施している高齢者を対象としたサービスと連携を図ることにより、

切れ目のない介護予防の取り組みを推進します。 

また、介護保険制度の改正により、要支援者と二次予防事業対象者を対象に、介護予防・日常生活

支援総合事業が創設されました。当事業は予防給付サービスと介護予防事業を総合的かつ一体的に行

うことができるものであり、二次予防事業対象者は従来の介護予防事業に加え、予防給付サービスの

うち市町村が定めるサービスおよび配食・見守り等のサービスを受けることが可能になります。当該

事業の実施については、保険者が判断することになっています。 
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    地域支援事業の効果的な実施 

地域支援事業は、被保険者が介護や支援等を必要とする前から介護予防の取り組みを総合的に受けら

れる体制を構築するものであり、要介護や要支援の状態に陥るおそれがある高齢者を対象に、可能な

限り地域において自立した生活を営むことができるように支える事業です。 

  介護予防については、平成 22 年８月に地域支援事業実施要綱が改正され、これまでの「一般高齢者

施策」が「一次予防事業」に、「特定高齢者施策」が「二次予防事業」に名称が変更されました。また、

二次予防事業対象者の把握については、65 歳以上の要介護（要支援）認定を受けていない方に対し、

基本チェックリストを郵送等で配布・回収する方式に変更し、医師の判断が必要な時は生活機能検査も

併せて実施します。 

 

事業項目 事業内容 

二次予防事業 

介護予防事業の対象となる二次予防事業対象者（要支援・要介護状態に

なる前の高齢者）に対する事業として、通所または訪問等により、要介護

状態等となることを予防し、一人ひとり活動的で生きがいのある生活や人

生を送ることができるように支援するための事業を実施します。 

一次予防事業 

一次予防事業は、介護予防に向けた取り組みを実施する地域社会の構築

を目的とし、介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自主的な

介護予防活動の育成・支援を行います。 

包括的支援事業 

包括的支援事業は、「介護予防マネジメント事業」「総合相談支援事業」「包

括的・継続的マネジメント事業」「権利擁護事業・成年後見制度」などを一体

的に実施します。 

任意事業 

任意事業は、介護保険事業の運営の安定化や被保険者及び要介護者を介

護する家族等に対し、地域の実情に応じた必要な支援をするための事業で

す。今後も継続して実施するとともに、今後、新たに必要と思われる事業

については、関係３市と調整しながら展開します。 

 

    介護予防拠点の強化 

介護予防事業を実施していくためには、地域資源を生かしながら、各地域で介護予防が取り組まれ

ることが理想です。 

各市にある保健センターや公民館などの公的施設だけではなく、福祉関連施設や民間の施設も含め

て、多様な資源を活用し、介護予防拠点として、介護予防事業を実施できるように、関係３市に情報

提供を求め、事業の展開を図りやすい仕組みづくりに努めます。 
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３．地域包括ケアの構築 

   地域包括支援センターの機能強化

地域包括支援センターは、地域包括ケアを構築するための重要な位置づけとなる機関であり、高齢者

のニーズに応じて、医療や介護、福祉などのサービスを適切に調整し、支援の必要な高齢者を支援して

いくことが求められています。 

本広域連合では、日常生活圏域ごとに地域包括支援センターを設置し、各日常生活圏域において質の

高い一貫した支援が行える体制を整備しています。また、地域包括支援センターに関する設置や運営・

評価、ネットワークの形成などに関することを検討する「くすのき広域連合地域包括支援センター運営

協議会」を設置するとともに、各地域包括支援センター間の情報の共有・意見交換などを行う会議の場

を、階層に分け実施しています。 

今後は、より一層の機能強化を図るために、地域包括支援センターの職員に対する研修機会を設ける

ことで、相談機能や医療を含めた関係機関との連携を積極的に行うとともに、三職種が専門性を活かし、

地域包括支援センターの機能を十分に発揮できるよう、くすのき広域連合として支援を行います。 

また、各日常生活圏域において、高齢者人口の増加に違いが出てきており、高齢者人口の増加が大き

い地域では、地域包括支援センターの役割や業務量が増大してきています。そのため、高齢者人口が一

定以上、多くなっている地域においては、人員増などによる機能強化を図ります。 

 

   地域包括ケアの推進

 住み慣れた地域で「医療」「介護」「予防」「生活支援サービス」「住まい」が高齢者一人ひとりのニ

ーズに応じて適切な組み合わせにより提供されるとともに、切れ目なく継続的な支援となるように進

めることが重要です。そのため、地域包括支援センターを中心として、情報の集約や多職種連携によ

る会議の開催、地域資源把握によりサービスを調整することができるよう、本広域連合及び関係３市

が連携を図り地域包括支援センターの支援に努めます。 

   医療と介護の連携強化

 高齢化の進展に伴い、要介護度の重度化や認知症のある人の増加が予測される一方、在宅生活を希

望する高齢者も多くなっています。そのため、自宅での療養生活を支える医療系サービスの充実を図

るとともに、新たに創設された「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が実施されることに伴い、参

入意向を持つ事業者の把握に努めます。 

  また、ターミナルケアや慢性疾患の療養に対応するため、訪問医や認知症専門医などの地域の医療情

報の収集や発信に向けた取り組みを検討するとともに、在宅医療の推進に当たっては、医師会や歯科医

師会、薬剤師会との連携を推進します。 

さらに、在宅医療のニーズに適切に対応するために、地域包括支援センターを中心として、医療関

係者と介護関係者が参画する地域ケア会議等において情報の共有や課題に関する協議を行うとともに、

介護支援専門員に対しては、事例検討や研修等を実施することで、医療サービスを組み合わせたケア

プランを作成できるように支援します。 
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   生活支援サービスの整備

高齢者のニーズが多様化してきており、介護保険制度におけるサービスだけではニーズを充足させ

ることができないなどの課題もでてきています。それらの課題に対応するためには、地域のボランテ

ィアや民生委員、自治会などの地縁組織等による支援が重要となります。これらの地域資源とニーズ

を結びつける調整能力が地域包括支援センターには求められることから、地域包括支援センターでは

積極的に情報収集するとともに、関係３市が関連する情報を提供することにより、地域包括支援セン

ターが活動しやすい環境づくりを整備します。 

 

４．高齢者の尊厳確保のための方策 

   認知症高齢者対策の推進 

   ①認知症の理解と早期発見 

認知症の早期発見・早期治療・地域での見守り体制を構築するためには、認知症について理解を深

めることが必要です。そのため、引き続き、地域包括支援センターで認知症に関する教室・講演会の

開催などを通じて、身近な地域で認知症を学ぶ機会をつくります。また、介護サービス事業者や高齢

者などの認知症が身近な人だけにではなく、地域全体で認知症のある人を支えていけるよう、若い世

代に対しても認知症の理解を深められる機会を設けられるよう検討します。 

   ②徘徊見守りネットワークの確立 

 徘徊による行方不明者が発生した時に、行政機関内部や事前に協力の了解を得た介護保険サービス

事業者、医療機関、その他事業所等に迅速・正確に必要な情報を配信することにより、行方不明者を

早期に発見し、警察や家族への連絡、本人の保護が図られるネットワークの構築を関係３市とともに

検討します。 

  また、現行の徘徊高齢者探知システム事業を充実し、家族が安心して介護できる環境の確立を図り

ます。 

   ③家族への支援体制の構築 

 地域包括支援センターを中心として、介護者が介護や健康のことについて、いつでも相談ができる

よう、広報紙やホームページなどの情報媒体や、介護予防教室や様々な講座の機会を活用して窓口の

周知を行います。さらに、認知症の人の介護者や家族が必要な情報を得ることができ、また、悩みを

打ち明けることにより家族だけで介護を抱え込むことのないよう、関係３市で取り組まれている認知

症家族の会など支援体制の強化を図ります。 

   ④認知症対応型サービスの推進 

 認知症になっても安心して地域で生活を続けることができるように、小規模多機能型居宅介護や

認知症共同生活介護など、認知症の人を支える地域密着型サービスの確保に努めます。また、認知

症の介護技術や介護サービスの質の向上を図るため、大阪府と連携し研修会等の開催を検討します。 
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   高齢者虐待の防止 

   ①高齢者虐待防止に向けた体制 

  地域住民一人ひとりが高齢者虐待に関する認識を深めることが、高齢者虐待の防止・早期発見につ

ながることから、各種パンフレットなどにより啓発するとともに、虐待が発生した場合には、市へ通

報する義務があることを地域住民や事業者等へ周知します。 

  また、虐待が発生した場合でも、早期発見・早期対応を行うことにより、事態の深刻化の防止がで

きるため、関係３市や地域包括支援センター、民生委員、警察等によるネットワークを構築し適切な

対応に努めます。 

  施設における虐待を防止するためには、身体拘束ゼロ運動を周知し、施設職員の意識改革やサービ

スの質の向上を図ります。 

   ②権利擁護の取り組みの推進 

 関係３市や社会福祉協議会が窓口になっている成年後見制度及び日常生活自立支援事業を周知し、

積極的な利用を促進するとともに、必要に応じて、成年後見制度の市町村長申し立てを活用するなど、

あらゆる制度を活用して高齢者の権利擁護に取り組みます。 

  さらに、高齢者の権利擁護の取り組みを進めるためには、必要な情報を適切に把握し、関係機関が

情報を共有することが必要であることから、情報収集や情報提供にあたっては、個人情報の適切な利

用を関係機関に対し周知徹底します。 

 

   高齢者の孤独死防止

  高齢者ひとり暮らし世帯や夫婦のみ世帯が増加し、高齢者が地域から孤立して生活している状況が

増えてきています。そのため、関係３市や地域包括支援センター、民生委員等の地域福祉の活動者と

の連携を深め、地域における見守りに努めます。また、孤立を未然に防ぐために、関係３市で取り組

みを進めている健康づくりや生きがいづくりに参加することで社会との関わりを持てるように関連す

る情報の提供に努めます。 

 

５．介護サービスの基盤整備と質の向上 

   介護サービスの基盤整備

  高齢者人口の増加に伴い、介護サービスに対するニーズの増加が見込まれます。そのため、介護が

必要となっても住み慣れた地域で継続して生活できるように、本計画に基づいたサービス必要量の確

保に努めます。 

  地域密着型サービスにおいては、新たに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や「複合型サービ

ス」が創設されたことから、本広域連合においても事業の必要性を検討するとともに、事業者の参入

意向の把握など情報の収集に努めます。 

  さらに、高齢者住まい法の改正により、サービス付き高齢者向け住宅が創設され、高齢者の住まい

の多様化が促進されることが予測されますが、本広域連合としては、それらに伴う必要なサービスを

提供することができるよう情報収集に努めます。 
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   事業者の指定事務・指導・監督 

   ①地域密着型サービスに対する適切な指導 

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態となった後も、住み慣れた地域で安心して生活を送る

ための重要なサービスとなっています。今後も、サービス利用希望者が増加することが予測されます

が、そのようなニーズに対し柔軟に対応できるよう、地域密着型サービス事業者の指定や独自報酬の

設定等の事務運営を保険者で行うことになりました。これに伴い、事務の公平・公正な運営を確保す

るため、地域密着型サービスの運営に関する委員会の意見を反映させるなど適切な対応に努めます。 

   ②事業者連絡会の充実 

  事業者連絡会が事業者自身による主体的な調査や研究を行い、質の高いサービスが提供できるよう

に保険者の立場から活動の支援や情報提供を行います。また、居宅介護支援事業者連絡会と介護サー

ビス事業者連絡会が密接な連携・協力を図ることができるように努めます。 

 

   介護従事者に対する支援強化

  これまで本広域連合では、各市域における事業者連絡会による研修会への参加や情報提供などを行

い、サービスの質の向上を積極的に行ってきました。また、介護支援専門員に対しても地域包括支援

センターを中心として、日常的個別指導や相談、支援困難事例等への指導や助言を行ってきました。 

  地域包括ケアの考えのもと、今後はより一層、様々なサービスを一体的に提供していく必要がある

ため、介護支援専門員に対しては介護だけではなく、医療や生活支援サービス等に関する知識も習得

できるように支援するとともに、サービス提供時の課題等をヒアリングすることにより、現状に応じ

た研修の実施し、介護支援専門員のスキルアップに努めます。 

 

６．介護保険事業の円滑な運営 

   適切な要支援・要介護認定

  認定調査では、認知症や障がいのある人の状況を、認定調査に正確に反映させるため、必要な人の

同席や手話のできる調査員による調査を実施します。また、コミュニケーションに時間を要する場合

や理解が困難な場合には、その内容を認定調査の特記事項に記載し、認定審査会で正しく審査・判定

ができるよう認定調査員への周知を徹底します。 

  さらに、要支援・要介護認定を行う認定審査会は保健・医療・福祉の専門家によって組織されてお

り、合議体間の平準化を図ることができるよう、必要に応じた合議体の長の会議・委員全体の会議、

研修などを行い、円滑かつ公平な認定審査会の運営を図ります。 
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   苦情処理・相談体制・情報の公開・広報 

   ①苦情処理・相談体制 

  本広域連合では、苦情について身近で迅速な対応をするために、本部及び支所（関係３市）を苦情・

相談窓口として位置づけることに加え、第三者機関として中立・公平な立場で苦情相談・処理等を行

うために、弁護士による「介護保険苦情専門相談」を実施しています。 

  また、各施設を訪問して利用者及びその家族、事業者と面談し、介護サービスに関する意見・苦情

等を把握する「介護保険巡回相談」、公正・公平な立場で調査、調整または提案を行う「介護保険苦情

調整委員会」を設置し、地域住民の権利及び利益の擁護に努めます。 

  介護サービスの利用に関する苦情、相談については、大阪府作成の点字版、外国語版パンフレット

の活用による障がいのある人や外国人にも配慮した周知に努めるなど、引き続き、本広域連合の窓口

を中心に地域包括支援センターや社会福祉協議会、民生委員、公的相談窓口や介護事業所と連携を図

ることで相談体制の充実に努めます。 

  また、「介護保険苦情調整委員会」では関係３市での苦情処理のプロセスや問題の所在を明らかにし、

情報の交換を進めるなどの様々な取り組みを検討して、問題解決についての認識を深め、細やかな苦

情処理・相談及び調整が行えるように努めます。 

  サービス内容に関する苦情については、大阪府国民健康保険団体連合会の介護サービス苦情処理委

員へ、要介護認定等の行政処分に関しては、大阪府介護保険審査会に申し立てを行うことになります。

本広域連合としては、府下の各団体との連携を深め、事業者への指導・改善の対応の強化を図ります。 

   ②情報公開 

  介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところの介護サービスの内容や、事業者または施設

の運営状況に関する情報等について、都道府県知事に報告しなければなりません。都道府県知事は、

報告を受けた情報のうち、必要に応じて介護サービス事業者の調査や介護サービス情報の公表に係る

調査を実施し、情報の公開等の事務を行うこととなります。 

  本広域連合としては、平成 23 年度からくすのき広域連合のホームページに「介護事業者情報検索

ページ」を作成し、管内における最新の介護事業者情報を確認できるようにするなど、今後も情報公

開に努めます。 

  また、介護保険事業の円滑かつ適正な運営を確保するため、サービス利用の動向など介護保険の運

営状況を定期的に評価・分析するとともに、住民に対する運営状況の情報開示に努めます。 

   ③情報提供 

 従来から発行している「広報くすのき」やパンフレット、ホームページなどによる情報の提供にあ

たっては、できる限り分かりやすい表現や拡大文字を使用するなど、一人ひとりの状況に応じた情報

提供に努めます。また、地域包括支援センターが開催する講座や介護予防教室といった住民に身近な

場を通じて、きめ細かな情報提供ができるよう各地域包括支援センターとの連携を強化します。 

   ④各種申請手続きの簡素化 

  要介護認定をはじめ、各種の申請等については、関係３市の支所において設置している相談窓口や

本広域連合本部窓口で各種の届け出や申請書の受付を行います。今後も関係３市と連携を図るととも

に、地域の民生委員や校区福祉委員などにも相談窓口に関する情報提供を行い、誰もが円滑に申請窓

口へ相談できる体制の充実を図ります。 

第４章 施策の展開 
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   介護給付の適正化

  介護給付の適正化を図ることは、介護保険制度の信頼感を高めるとともに、介護給付費や介護保険

料の増大の抑制につながります。 

  そのため、「大阪府介護給付適正化計画」における重要８事業（認定訪問調査の点検、ケアプランの

点検、住宅改修の適正化、医療費情報との突合、縦覧点検、介護給付費通知、福祉用具購入・貸与調

査、給付実績の活用）について、計画的に実施することで、介護給付の適正化を図ります。 

 

   介護サービス利用の支援

介護サービスの利用にあたっては利用者の自己負担が発生しますが、低所得者については、本来支

払うべき利用料を全額負担することが困難な場合があり、介護サービスの利用の制限にもつながるこ

とが考えられます。 

そのため、介護保険法上の制度である高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費の支給や

負担限度額認定制度、社会福祉法人等による利用者負担額減額制度により、低所得者に対する負担の

軽減に努めます。 

 

 

第５章 計画の推進 

１．計画の進行管理及び点検体制 

計画の実現のためには、計画の進捗状況や課題の分析を踏まえて、必要な対策を講じることが必要

です。 

そのため、設置している「くすのき広域連合介護保険事業推進協議会」で計画の進捗状況の把握、

計画の評価を行うこととしております。 

２．広域連合の関係３市との連携の強化 

介護保険制度の円滑な運営を図り、地域包括ケア体制の構築のためには、特に関係３市の高齢者保

健福祉計画との一体的な運用が不可欠です。 

今後も、本広域連合と関係３市の調整協議のための会議を適宜に開催し、適切な介護保険事業が運

営できるよう連絡・調整を行っていきます。また、介護保険制度に関する事業のみにかかわらず、高

齢者施策に関することについては情報の共有化を図り、密接な関係のもと、高齢者に対する保健、福

祉、医療等の充実に努めていきます。 

 

第４章 施策の展開 
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第６章 介護保険事業費の見込み 

■標準給付費 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 合計 

総給付費 18,869,992,830 円 20,224,232,909 円 21,780,479,844 円 60,874,705,583 円

特定入所者介護サービス費等給付額 674,766,314 円 699,805,714 円 725,774,282 円 2,100,346,310 円

高額介護サービス費等給付額 451,423,590 円 484,523,242 円 520,049,854 円 1,455,996,685 円

高額医療合算介護サービス費等給付額 30,000,000 円 32,500,000 円 35,000,000 円 97,500,000 円

算定対象審査支払手数料 17,650,313 円 19,309,281 円 21,124,178 円 58,083,772 円

標準給付費見込額（A） 20,043,833,046 円 21,460,371,145 円 23,082,428,158 円 64,586,632,350 円

※小数点以下を四捨五入しているため、合計が合いません。 

■地域支援事業費 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 合計 

地域支援事業費（B） 477,958,000 円 479,964,000 円 480,964,000 円 1,438,886,000 円

■第５期保険料 

段階区分 所得段階別対象者 保険料算式 保険料（年額） 

第１段階 生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 基準額×0.50 29,990 円 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収

入額の合計額が 80 万円以下 
基準額×0.55 32,990 円 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収

入額の合計額が 120 万円以下 
基準額×0.70 41,990 円 

 円099,44 57.0×額準基 税課非税民市が員全帯世 階段４第

第５段階 
被保険者本人が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年

金収入額の合計額が 80 万円以下 
基準額×0.95 56,990 円 

 円089,95 00.1×額準基 税課非税民市が人本者険保被 階段６第

第７段階 被保険者本人が市民税課税で合計所得金額が 190 万円未満 基準額×1.30 77,980 円 

第８段階 被保険者本人が市民税課税で合計所得金額が 190 万円以上 基準額×1.50 89,970 円 

第９段階 被保険者本人が市民税課税で合計所得金額が 300 万円以上 基準額×1.60 95,970 円 

第 10 段階 被保険者本人が市民税課税で合計所得金額が 400 万円以上 基準額×1.70 101,970 円 

第 11 段階 被保険者本人が市民税課税で合計所得金額が 500 万円以上 基準額×1.80 107,970 円 

第 12 段階 被保険者本人が市民税課税で合計所得金額が 600 万円以上 基準額×1.90 113,970 円 

第 13 段階 被保険者本人が市民税課税で合計所得金額が 700 万円以上 基準額×2.00 119,960 円 

 

  

 

 

 

 

 

 

【本部】 

【守口支所】 

【門真支所】 

【四條畷支所】

〒570-0033 守口市大宮通 1-13-7（守口市市民保健センター内） 

TEL 06-6995-1516（総務課）、06-6995-1515（事業課）、 FAX 06-6995-1133 

〒570-8666 守口市京阪本通 2-2-5（守口市役所内） 
TEL 06-6992-2180 FAX 06-6995-2011 

〒571-8585 門真市中町 1-1（門真市役所内） 
TEL 06-6780-5200 FAX 06-6780-5201 

〒575-8501 四條畷市中野本町 1-1（四條畷市役所内） 
TEL 072-863-6600 FAX 072-863-6601
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