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概 要 版 

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。 

くすのき広域連合 
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１．計画策定の趣旨 

くすのき広域連合（以下「本広域連合」という。）は、平成 27 年３月に「第６期くすのき広域連合

介護保険事業計画」を策定し、「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」を基本理念として、地域包括ケアシステムの構築に向けた様々な施策・

事業を展開してきました。 

介護保険事業計画は、第６期から「地域包括ケア計画」として位置づけられ、2025 年（平成 37

年）までの各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築していくこととしています。 

本広域連合の高齢化率は平成 29 年で 28.3％（住民基本台帳 10 月１日現在）と、全国同様高齢化

が進行している状況にあり、今後さらに高まると考えられる介護需要に対応していくためにも、地域の

状況に応じた新たな介護保険事業計画を策定しなければなりません。 

また、地域包括ケアシステムの構築には、本広域連合の介護保険事業計画のみならず、守口市、門真

市、四條畷市の３市（以下「関係３市」という。）が策定する高齢者保健福祉計画と一体となって進め

ていくことが重要となります。 

そのため、保険者として、地域の状況を的確に把握しながら、ともにめざすべき方向を示しつつ、関

係３市と一体となった新たな「第７期くすのき広域連合介護保険事業計画（以下「本計画」という。）」

を策定します。 

 

 

２．法的位置づけ 

本計画は、介護保険法第 117 条１項の規定に基づき、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。 

 

 

３．介護保険事業計画の意義 

介護保険事業計画は、介護サービスの基盤整備計画としての性格を持ちます。その策定にあたって

は、本広域連合の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関す

る意向やその他の事業を勘案して、介護給付等対象サービスの種類ごとの見込み量、その確保のための

方策等を定めることが求められています。 

また、介護保険事業費の見込みから第１号被保険者の保険料の算定も行うため、介護保険の負担と給

付の内容に影響する計画としての性格も持っています。 

 

  

第１章 計画の序論 
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４．計画の位置づけ 

１）高齢者保健福祉計画との関係 

本計画は、関係３市でそれぞれ策定す

る「高齢者保健福祉計画」について調整

を行い、両計画の一体化を図ります。 

 

２）他計画との調和 

本計画は、関係３市の総合計画を上位計画と位置づ

け、各市の「地域福祉計画」、「障がい者計画」、その他

の関連計画に基づく事業との整合性を図ります。 

また、大阪府の介護保険支援計画や医療計画などと

の整合性も図ります。 

 

５．計画期間 

本計画の期間は、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間とします。 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

平成 

34 年度 

平成 

35 年度 

平成 

36 年度 

平成 

37 年度 

平成 

38 年度 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

６．計画策定の手順 

■くすのき広域連合介護保険事業計画策定委員会における審議 

本計画の策定にあたっては、学識経験者、医師会の代表者、歯科医師会の代表者、薬剤師

会の代表者、介護サービス・支援事業者の代表者、関係行政機関の代表者、被保険者、その

他広域連合長が適当と認めた者から構成される「くすのき広域連合介護保険事業計画策定委

員会」において議論・検討し、それらを踏まえ計画を策定しました。 

■アンケート調査の実施 

●高齢者調査の実施 

  調査対象 対象者数 抽出方法 

一般高齢者 

調査 

くすのき広域連合管内（守口市、門真市、四條畷市）で、要

支援・要介護認定を受けていない満 65 歳以上の高齢者 
4,000 人 

無作為 

抽出 

要支援 

認定者調査 

くすのき広域連合管内（守口市、門真市、四條畷市）で、要

支援認定を受けている方 
2,500 人 

要介護 

認定者調査 

くすのき広域連合管内（守口市、門真市、四條畷市）で、要

介護認定を受けている方 
5,500 人 

●サービス提供事業者、ケアマネジャー調査の実施 

■パブリックコメントの実施 

●募集期間：平成 29 年 12 月 18 日（月）から平成 30 年１月 12 日（金）まで 

2025 年（平成 37 年）を見据えた計画 

第６期計画 

第８期計画 見直し 

本計画（第 7 期） 見直し 

第９期計画 見直し 



 

3 

 

 

 

１．人口の推移 

総人口は緩やかに減少しており、平成 28 年度で 325,112 人となっています。 

一方、高齢者人口は年々増加しており、平成 28 年度で 90,827 人、高齢化率は 27.9％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．要支援・要介護認定者の状況 

要支援・要介護認定者数は年々増加しており、平成 28 年度で 18,546 人となっています。 

要支援・要介護度別にみると、各年度ともに要介護２が最も多く、平成 28 年度で 3,800 人（構成

比 20.5％）、次いで要介護１が 3,127 人（構成比 16.7％）、要支援２が 2,793 人（構成比 15.1％）

となっています。要介護４・５の重度認定者は 3,659 人で構成比は 19.7％となっています。 
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３．将来の人口 

１）推計人口 

推計の結果、総人口は平成 29 年度の 323,861 人が平成 32 年度（第７期計画期間末）で 317,258

人、平成 37 年度で 302,834 人になると推計されます。 

高齢者人口は平成 29 年度の 91,743 人（高齢化率 28.3％）が平成 32 年度（第７期計画期間末）

で 91,818 人（高齢化率 28.9％）、平成 37 年度で 87,885 人（高齢化率 29.0％）になると推計され

ます。また、高齢者人口は平成 30 年度の 92,198 人をピークに減少すると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）要支援・要介護認定者の推計 

推計の結果、第７期計画期間末である平成 32 年度で 21,010 人、平成 37 年度で 24,285 人になる

と推計されます。 

要支援・要介護度別にみると、平成 32 年度で要介護１が 4,541 人（構成比 21.6％）で最も多く、

次いで要介護２が 3,782 人（構成比 18.0％）、要支援２が 2,923 人（構成比 13.9％）となる見込み

です。 
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４．日常生活圏域の現状 

１）日常生活圏域設定に対する考え方 

介護保険法では、第３期以降のくすのき広域連合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、本広域連合内を日常生活の圏域に分け、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ています。（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。 

本広域連合の日常生活圏域は、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 圏域を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２圏域 

第３圏域 

第１圏域 第４圏域 

第５圏域 

第６圏域 

第１圏域 

第２圏域 

第３圏域 
第４圏域 

第５圏域 

第１圏域 

第２圏域 

第３圏域 

守口市の日常生活圏域 四條畷市の日常生活圏域 

門真市の日常生活圏域 



 

6 

 

 

 

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安心して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。 

また、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て自立した日常生活を営むこと

ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される地域

包括ケアシステムの構築に向け、関係３市と連携・協働のもと、様々な高齢者施策の推進に取り組んで

きました。 

今後は、地域における実情や課題等を的確に把握しつつ、団塊の世代が後期高齢期を迎える 2025

年（平成 37 年）を目途に、地域包括ケアシステムをより深化・推進していくことが求められていま

す。 

本計画では、これまで掲げてきた基本理念である『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』を継承し、地域包括ケアシステムの深化・推進をめ

ざします。 

 

２．第７期計画の考え方 

介護保険事業計画は第６期の計画から「地域包括ケア計画」として位置づけられ、団塊の世代が後期

高齢期を迎える 2025 年（平成 37 年）までに段階的に地域包括ケアシステムを構築していかなけれ

ばなりません。 

また、平成 29 年６月に公布された「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」においては、地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険制度の持続可能性の確保

に向けた措置を講ずるものとし、第７期介護保険事業計画の策定にあたり『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』（以下、「基本指針」という。）が示されています。 

本計画の策定にあたっては、基本指針に則り「高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止の推進」「介

護給付等対象サービスの充実・強化」「在宅医療・介護の連携の推進」「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」「認知症施策の推進」を基本的な考え方に据え、関係３市と連携・

協力のもと、推進していくものとします。 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

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 
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３．介護予防・重度化防止に向けた目標 

第７期の介護保険事業計画においては、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護

状態等となることの予防または要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用

の適正化に関する取組内容及び目標の設定が義務付けられています。 

本広域連合の実情や国・大阪府の指針・方針等を踏まえ、以下の数値目標を設定しています。 

 

１）高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止等に資する取組の推進 

取組内容 第７期の目標 

■ 地域包括支援センターの機能強化、充実 

地域包括支援センター及び職員の専

門性の強化を図っていきます。 

定期的に研修会や職種間交流の促進を図る。 

 目標  研修会を毎年度２回実施 

身近な相談窓口となるよう、地域包括

支援センターの周知・啓発に努めます。 

支所と連携し各種広報媒体等により、地域包括支援センタ

ーの認知度を高める。 

アンケート調査結果 

 現状  一般高齢者の認知度 37.7％（H29） 

 目標  一般高齢者の認知度 42.7％（H32） 

自立支援型地域ケア会議の実施に取

り組みます。 

自立支援型地域ケア会議の推進 

 目標  全地域包括支援センターで実施（H32） 

高齢者の自立支援につながる介護予

防ケアマネジメントを推進していきま

す。 

定期的な研修会や職種間交流を促進 

 現状 目標 

H29 H30 H31 H32 

ケアプラン等 

研修参加者数 
120 人 

（見込み） 
200 人 250 人 300 人 

 

■ 医療と介護の連携強化 

シンポジウムや講演会等により終末

期の医療や看取り等について考えるき

っかけづくりを推進します。 

シンポジウムや講演会等の開催 

 目標 ：年１回以上 
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取組内容 第７期の目標 

■ 生活支援サービス体制の整備 

従来の介護予防訪問介護及び介護予

防通所介護に相当するサービスに加え、

多様なサービス類型を充実し、高齢者の

日常生活に必要な各種サービスの確保

を図っていきます。 

多様なサービス類型の利用率 

 現状 目標 

H29 H30 H31 H32 

訪問型サービス 12.24％ 20.00％ 25.00％ 30.00％ 

通所型サービス 10.65％ 15.00％ 20.00％ 25.00％ 
 

訪問型サービスＡ（緩和型）の確保を

継続的に行うことで介護人材のすそ野

を広げ、必要な人に必要なサービスが行

き届く環境づくりに努めます。 

生活援助サービス従事者研修の開催 

 現状 目標 

H29 H30 H31 H32 

実施回数 6 回 年 6 回 年 6 回 年 6 回 

単年度参加人数 47 人 56 人 68 人 81 人 

講座修了者延人数 101 人 157 人 225 人 306 人 
 

■ 重度化防止に向けた介護予防事業の推進 

一般介護予防事業を推進します。 介護予防普及啓発事業の推進 

 現状 目標 

H28 H30 H31 H32 

開催回数 663 回 677 回 691 回 705 回 

参加延人数 13,154 人 13,432 人 13,710 人 13,987 人 

 

地域介護予防活動支援事業の推進 

 現状 目標 

H28 H30 H31 H32 

開催回数 428 回 442 回 456 回 470 回 

参加延人数 22,253 人 22,981 人 23,709 人 24,437 人 
 

■ 生活支援と介護予防の推進 

高齢者のニーズとサービスのマッチ

ングなどを行う第２層生活支援サービ

ス協議体及びコーディネーターについ

ては既存の会議体や活動団体等も視野

に入れ、日常生活圏域を目安として設置

に向け、関係３市と協議を重ねつつ、必

要な支援に努めます。 

第２層生活支援サービス協議体の設置 

 現状 ：０協議体（H28） 

 目標 ：14 協議体（H32） 

（日常生活圏域ごとに設置） 
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取組内容 第７期の目標 

■ 認知症対策 

認知症の早期診断・早期対応に向けた

支援体制の構築に取り組みます。 

認知症初期集中支援チームの活動の推進 

地域包括支援センターが実施する認

知症予防に関する教室や講座等を継続

して推進していきます。 

認知症予防に関する教室や講座等の開催 

 現状 目標 

H28 H30 H31 H32 

開催回数 79 回 93 回 107 回 121 回 

参加延人数 2,252 人 2,651 人 3,050 人 3,449 人 
 

誰もが認知症に関する正しい知識を

持ち理解を深めることができるよう、地

域等において認知症サポーター養成講

座を積極的に開催していき、認知症の人

や家族を支援する認知症サポーター数

の増加を図ります。 

認知症サポーター数の増加 

 現状 目標 

H29 H30 H31 H32 

サポーター数 

（３市計） 
11,795 人 15,055 人 18,314 人 21,574 人 

 

高齢者徘徊ＳＯＳネットワークにつ

いて、認知症サポーター等の地域住民へ

広く普及・啓発していくとともに、協力

機関数及び協力者の拡大に努めます。 

協力機関数の拡大 

 現状 目標 

H29 H30 H31 H32 

協力機関数 200 件 227 件 257 件 291 件 
 

認知症カフェの増加に向け、関係３市

と連携しながら進めていきます。 

認知症カフェの増加 

 現状 目標 

H29 H30 H31 H32 

認知症カフェ ６か所 ９か所 12 か所 15 か所 
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２）介護給付等に要する費用の適正化の推進 

取組内容 第７期の目標 

■ 要介護認定の適正化 

要介護認定の適正化にあたり、認定事

務業務を外部委託することで、すべての

認定調査票の書面の点検等を行います。 

認定調査員研修会を開催し、資質向上

を図ります。 

認定調査員研修会の参加者 

（年） 

 現状 目標 

H28 H30 H31 H32 

参加者数 90 人 109 人 120 人 132 人 
 

■ ケアプラン点検 

自立支援に資するケアマネジメント

の実践に向けた支援に取り組みます。 

国の「ケアプラン点検支援マニュア

ル」の活用と、大阪府が主催する研修会

へ参加するなど、点検内容の充実を図り

ます。 

ケアプラン点検を実施し改善が必要な事業者への通知 

 目標  通知書の送付（年４回）、ケアマネジャー研修会

の実施（年２回） 

■ 住宅改修の適正化 

利用者の身体状況や住宅の状況等を

確認しながら、適切な住宅改修が行われ

るか、点検を行います。 

身体状況や利用者宅の状況等の点検・確認を行う。 

■ 福祉用具購入・貸与調査 

福祉用具の必要性や利用状況等につ

いて、適正化システムを活用し、確認し

ます。 

身体状況等の点検により、整合性について確認を行う。 

■ 医療情報との突合、縦覧点検 

医療情報との突合、縦覧点検は費用対

効果が期待できることから、国民健康保

険団体連合会（以下、「国保連合会」とい

う。）と連携し、実施していきます。 

請求内容について問題等を確認の上、必要に応じて介護保

険法の諸規定に基づき、指導・監査を行う。 

■ 介護給付費の通知 

利用者ごとに数か月の利用実績を記

載した給付通知書を作成し、送付しま

す。 

従前に引き続き、サービス利用実績を記載した給付費通知

書を作成・送付し、利用したサービスの有無等について自

身で確認する意識の向上を促す。 

■ 給付実績の活用 

国保連合会から配信される被保険者や

事業者ごとの給付実績等の情報を活用

し、被保険者の認定状態と合わない給付

がないか確認します。 

介護給付適正化システムを導入し、給付データと認定審査

会データの突合により、認定状態と乖離した給付について

確認等を行う。 
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１．介護サービスの見込み 

１）予防給付の見込量の一覧 

  単位 
平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 
 

平成 

37 年度 

（１）介護予防サービス            

 ①介護予防訪問介護 人数（人）          

 
②介護予防訪問入浴介護 

回数（回） 12 12 12  24 

 人数（人） 12 12 12  24 

 
③介護予防訪問看護 

回数（回） 16,238 16,634 17,030  18,749 

 人数（人） 1,704 1,740 1,776  1,944 

 
④介護予防訪問リハビリテーション 

回数（回） 4,632 4,632 4,632  4,632 

 人数（人） 264 264 264  264 

 ⑤介護予防居宅療養管理指導 人数（人） 972 996 1,020  1,128 

 ⑥介護予防通所介護 人数（人）          

 ⑦介護予防通所リハビリテーション 人数（人） 3,060 3,156 3,216  3,528 

 
⑧介護予防短期入所生活介護 

日数（日） 683 683 683  764 

 人数（人） 96 96 96  108 

 
⑨介護予防短期入所療養介護（老健） 

日数（日） 155 155 155  155 

 人数（人） 36 36 36  36 

 
⑩介護予防短期入所療養介護（病院等） 

日数（日） 0 0 0  0 

 人数（人） 0 0 0  0 

 ⑪介護予防福祉用具貸与 人数（人） 15,108 15,552 15,936  17,556 

 ⑫特定介護予防福祉用具購入費 人数（人） 396 408 408  456 

 ⑬介護予防住宅改修 人数（人） 876 912 924  996 

 ⑭介護予防特定施設入居者生活介護 人数（人） 600 636 672  816 

（２）地域密着型介護予防サービス            

 
①介護予防認知症対応型通所介護 

回数（回） 0 0 0  0 

 人数（人） 0 0 0  0 

 ②介護予防小規模多機能型居宅介護 人数（人） 132 144 144  156 

 ③介護予防認知症対応型共同生活介護 人数（人） 24 24 24  24 

（３）介護予防支援 人数（人） 36,288 37,284 38,088  41,760 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４章 施策の展開 

※平成 37 年度は、参考値 
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２）介護給付の見込量 

 
  

  
平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 
 

平成 

37 年度 

（１）居宅サービス            

 
①訪問介護 

回数（回） 1,727,578 1,776,485 1,768,156  2,212,644 

 人数（人） 61,224 63,300 64,344  77,916 

 
②訪問入浴介護 

回数（回） 7,042 7,241 6,755  8,635 

 人数（人） 1,380 1,416 1,320  1,680 

 
③訪問看護 

回数（回） 232,507 238,981 239,273  293,849 

 人数（人） 20,520 21,132 21,240  26,052 

 
④訪問リハビリテーション 

回数（回） 38,693 39,880 40,237  49,919 

 人数（人） 3,144 3,240 3,264  4,056 

 ⑤居宅療養管理指導 人数（人） 29,376 30,180 30,156  37,488 

 
⑥通所介護 

回数（回） 477,727 493,673 501,954  610,626 

 人数（人） 46,896 48,516 49,452  59,844 

 
⑦通所リハビリテーション 

回数（回） 135,686 140,216 143,153  173,618 

 人数（人） 16,176 16,728 17,088  20,700 

 
⑧短期入所生活介護 

日数（日） 77,099 79,361 78,935  100,298 

 人数（人） 6,276 6,456 6,456  8,112 

 
⑨短期入所療養介護（老健） 

日数（日） 11,656 11,954 11,981  14,982 

 人数（人） 1,500 1,536 1,548  1,920 

 
⑩短期入所療養介護（病院等） 

日数（日） 0 0 0  0 

 人数（人） 0 0 0  0 

 ⑪福祉用具貸与 人数（人） 75,972 78,264 79,248  96,336 

 ⑫特定福祉用具購入費 人数（人） 1,224 1,260 1,308  1,584 

 ⑬住宅改修費 人数（人） 1,452 1,500 1,548  1,884 

 ⑭特定施設入居者生活介護 人数（人） 6,348 6,636 6,996  8,472 

（２）地域密着型サービス            

 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数（人） 528 552 540  672 

 ②夜間対応型訪問介護 人数（人） 0 0 0  0 

 
③認知症対応型通所介護 

回数（回） 3,685 3,685 3,709  4,747 

 人数（人） 300 300 300  384 

 ④小規模多機能型居宅介護 人数（人） 1,008 1,032 1,056  1,296 

 ⑤認知症対応型共同生活介護 人数（人） 3,552 3,720 3,852  3,948 

 ⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 人数（人） 588 588 588  588 

 ⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数（人） 1,776 1,944 2,088  2,088 

 ⑧看護小規模多機能型居宅介護 人数（人） 492 492 492  492 

 
⑨地域密着型通所介護 

回数（回） 160,972 167,022 170,700  206,848 

 人数（人） 16,824 17,472 17,916  21,552 

（３）施設サービス            

 ①介護老人福祉施設 人数（人） 13,500 13,500 13,860  13,860 

 ②介護老人保健施設 人数（人） 9,972 10,332 10,680  11,400 

 ③介護医療院 人数（人） 144 288 1,644  2,748 

 ④介護療養型医療施設 人数（人） 648 576 516  0 

（４）居宅介護支援 人数（人） 112,716 116,688 119,052  143,916 

 

 

 

  

※平成 37 年度は、参考値 
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２．地域包括ケアシステムを推進するための体制整備 

団塊の世代が 2015 年（平成 27 年）に高齢期を迎え、これまで急激に高齢化が進んできました。

今後はこれまでのように急激に高齢化は進みませんが、2025 年（平成 37 年）に団塊の世代が後

期高齢期を迎えるため、今後中長期的に支援を必要とする高齢者が増えていくと考えられます。 

在宅での生活継続を望む高齢者が多いことからも、医療や介護、生活支援など、日常生活の必要

なサービスが一体的に提供される体制を、様々な関係機関が連携・協力しながら構築していく必要

があります。 

また、日常生活上の支援が必要な高齢者が地域で安心して生活を送ることができるよう、関係３

市と連携を図り、多様なサービス主体によるサービスを確保していくことが重要となります。 

 

 

１）地域包括支援センターの機能強化 

 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

○ 研修会の開催や職種間交流を促進し、職員が互いに伝え合い高め合える環境を整え、専門性の強

化を図ります。 

○ 本広域連合及び関係３市が連携し、地域包括支援センターと情報を共有することで適正な地域診

断が行えるよう、支援体制の強化を図ります。 

○ 地域包括支援センターの業務である「総合相談支援」「権利擁護」「包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援」「介護予防ケアマネジメント」が円滑に実施されるよう、連絡会等により地域包括支援

センターが抱える問題や課題を把握し、解消に向けた支援を行うとともに、地域包括支援センター

全体の課題解決能力の向上を図ります。 

複合的な課題に対応するため、必要に応じて関係３市の関係部局等、地域における様々な相談機

関と調整することで有機的な連携が図られるよう、ネットワークの強化・拡充に向け、後方支援を

行います。 

○ 適切、公正かつ中立的な地域包括支援センターの運営確保に向け、くすのき広域連合地域包括支

援センター運営協議会の意見等を踏まえ、運営方針や指導内容等を検討するとともに、業務の評

価・点検体制の強化に努めます。 
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（２）相談支援体制の強化 

○ 地域包括支援センターは、介護に関する専門知識に立脚したアセスメントに基づいた適切な助言

により、本人や家族が見通しを持つことにより不安を緩和し、相談者自身の自己決定と解決能力を

高めるよう、支援していきます。 

○ 地域包括支援センターの認知度が一般高齢者は低いことから介護予防の拠点としての認識を高

めていくため、広報やホームページ、介護サービス情報公表システムを活用するとともに、地域で

の介護予防教室など様々な機会を活用し、普及・啓発を推進していくことで、高齢者のステージに

応じた多様なニーズに対応する身近な相談窓口として位置づけていきます。 

○ 高齢者に対する相談やケアマネジャー等に対する支援が適切に行われるよう、研修会や適切な情

報提供等により、地域包括支援センター職員の資質向上を図ります。また、高齢者が抱える問題や

課題が多様化・複雑化していることから、地域における様々な相談機関と連携し協力体制を強化す

るとともに、三職種の専門性を活かした多職種協働推進が図られるよう、地域包括支援センターの

後方支援を行います。 

○ 研修や地域ケア会議等により地域包括支援センター職員の相談対応能力を高めるとともに、高齢

者の自立支援につながる介護予防ケアマネジメントを推進していきます。 

 

 

（３）適切な介護予防マネジメントの推進 

○ 介護予防や生活支援等が包括的かつ効果的に提供されるよう、地域ケア会議等を通じた多職種協

働による多角的な課題分析を行い、自立支援に資する質の高い介護予防ケアマネジメントを推進し

ます。 

○ 高齢者の自立支援・重度化防止に向けたケアプランの作成につながるよう、地域包括支援センタ

ーと連携し、ケアマネジャーに対する支援と適切な情報提供に努めます。 

○ 地域の関係機関と連携を図り、フォーマル・インフォーマルサービスを含めた多様な資源の活用

を促進することで、地域のつながりを保ちながら高齢者の自立が図られる介護予防ケアマネジメン

トを推進していきます。 

○ 高齢者の自立支援につながるケアマネジメントの実施に向け、先進事例の把握や効果的な事例の

調査・研究に取り組み、情報発信に努めます。 

○ 地域ケア会議や勉強会、交流会など様々な機会を活用し、情報交換の場を確保するとともに地域

包括支援センターやケアマネジャー、関係機関の相互協力体制構築を促進し、連携強化を図ります。 
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２）地域ケア会議の推進 

 

○ 個別ケア会議では、多職種協働による困難事例等の個別課題解決に向けての検討を通し、地域ネ

ットワークの強化や資源開発に努めます。 

○ 個別ケア会議は個別課題解決に向けたツールであり、個別ケア会議の積み重ねから地域課題を発

見し、日常生活圏域、市域へと課題認識をボトムアップし、資源開発や政策形成に至るよう、圏域

内の運営主体である地域包括支援センターと目標を共有し、会議の質の向上に向けた取組を推進し

ていきます。 

○ 圏域ケア会議は、地域包括支援センター単位で行う個別ケア会議における課題の集約と情報共

有、そして多職種と地域住民が同じ問題を共有する場として、今後も開催を推進していきます。 

○ 本広域連合は、各市の地域ケア推進会議の報告を受け、その問題や課題の集約を行い、共通する

課題の改善に向け、施策・事業の検討を重ねていきます。 

○ 地域ケア会議のメンバーはケアマネジャーやサービス提供事業者等に限らず、支援の必要な高齢

者を取り巻く様々な関係者が参画します。地域ケア会議の推進により地域課題の見える化を図ると

ともに、住民と共有し「我が事・丸ごと」の意識の醸成につなげていきます。 

○ 自立支援を推進し、健康寿命を延伸するためには、多角的な課題分析が必要になります。モデル

事業等を積極的に活用し、リハビリテーション専門職をはじめとした多様な専門職が関与する自立

支援型地域ケア会議の実施に取り組み、介護予防ケアマネジメントの質の向上を図ります。 

 

 

３）在宅医療と介護の連携強化 

 

（１）在宅医療の充実 

○ 医療ニーズの高い高齢者が在宅生活を継続するための整備として、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護、看護小規模多機能型居宅介護等、在宅での療養生活を支える医療系サービスの充実を図り

ます。 

○ サービス支援計画を作成するケアマネジャーが、事例検討や研修等を実施し、スキルを高め、医

療系サービスを適切に組み合わせたケアプランを作成することができるよう支援します。 

○ 慢性疾患患者の在宅診療やターミナルケア等に適切に対応するため、24 時間の在宅医療・介護

サ－ビス提供体制の構築をめざし、市域ごとに医師会や歯科医師会、薬剤師会、訪問看護ステーシ

ョン等関係機関との連携強化を図り、在宅医療の推進に向けた取組を支援します。 

○ 在宅医療の中心となる医師会・歯科医師会・薬剤師会（以下、「三師会」という。）は市域ごとに

構成されており、市域ごとに三師会や関係機関と連携し、在宅医療・介護連携推進事業の効果的・

効率的な推進に努めます。 

○ 市域ごとに、地域の医療や介護情報の収集と発信に向けた取組を進め、在宅療養生活を希望する

人が必要なサービスにつながるよう、環境整備を図ります。 

○ 市域ごとに課題の整理、課題解決に向けての対策について三師会をはじめとした関係機関との協

議を重ね、在宅医療と介護連携の推進・強化を図り、ネットワークの深化及び拡大を図ります。 
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（２）医療と介護の連携強化 

○ 医療・介護連携を推進するための様々な会議や地域ケア会議等を通じて、地域包括支援センター、

かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師、後方支援を行う病院の医師等関係者、訪問看護ステーショ

ン、ケアマネジャー、介護事業所等の多職種間で情報共有を行いながら、市域の実情に応じた医療

と介護の連携強化を推進します。 

○ 市域の実情に応じ、病院から在宅に向けた円滑な移行を促進し、切れ目のない支援体制構築に努

めます。 

○ 本広域連合ではかかりつけの医師、歯科医師、薬剤師の普及に向け、関係３市とともに三師会等

と連携し、住民向けの健康講座等、多様な機会を活用し、啓発に取り組みます。 

○ シンポジウムや講演会等により終末期の医療や看取り等について考えるきっかけづくりを推進

します。 

 

 

４）地域で自立した日常生活の支援 

 

（１）生活支援サービス体制の整備 

○ 高齢者のニーズに対応した介護予防・生活支援サービスの充実・確保に向け、関係３市をはじめ、

福祉や医療、介護などに携わる関係機関と連携を図るとともに、住民組織や介護分野以外の民間事

業者などにも働きかけるなど、協力体制の構築を図っていきます。 

○ 日常生活圏域を核とした地域資源や高齢者ニーズを把握し、市域ごとに高齢者の日常生活に必要

な各種サービスの確保を図っていきます。また、市域ごとの取組が推進されるよう支援するととも

に、事業のあり方等について、協議・検討を重ねていきます。 

○ 訪問介護サービス従事者研修による訪問型サービスＡ（緩和型）の確保を継続的に行うことで介

護人材のすそ野を広げ、必要な人に必要なサービスが行き届く環境づくりに努めます。 

○ 市域ごとに現在ある資源を掘り起こした上で、さらに充実の必要なサービスについて調査・研究

を進めます。 
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５）見守り体制の整備 

 

○ 地域包括支援センターを中心に、関係３市やサービス提供事業者など高齢者と関わる様々な機関

との連携のもと、ひとり暮らし高齢者等の状況を把握し、介護保険サービスや総合事業による生活

支援サービス等、在宅生活を継続するために必要なサービスが行き届くよう、関係機関との連携体

制を強化していきます。 

○ 高齢者に対する日常的な見守りについては、関係３市や各地域で行われている既存の見守り・支

え合い活動等を中心としつつ、それぞれの市域を活動エリアとする多様な民間事業者等との協力体

制も拡充していくことで、地域の見守り体制強化を推進していきます。 

○ 関係３市ごとの取組について情報共有し、本広域連合における見守りや生活支援等の課題の把

握、対応策の検討に努めます。 

○ 認知症サポーター養成講座やボランティア養成講座、地域ケア会議等の機会を通じ、高齢者の見

守りに対する住民意識の向上を図り、地域住民の主体的な活動を促進していきます。 

 

 

６）高齢者の住まいの安定確保 

 

○ 高齢者の身体状況や今後必要となる支援を見極めつつ、ケアマネジャー等による適切な指導のも

と、自立支援につながる住宅改修の推進に努めます。 

○ 高齢者に対する賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホームなど

の高齢者向けの住まい等について関係３市とともに情報提供に努め、ライフスタイルやニーズに応

じた住まいの選択支援を図ります。 

 

 

７）災害時における高齢者支援体制の確立 

 

○ 大規模災害が発生しても、要支援・要介護認定者や介護保険事業の運営に必要な情報が適切に管

理できるよう、体制を整備していきます。 

○ 関係３市が行っている様々な災害対策について把握し、本広域連合との連携体制の強化を図って

いきます。 
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３．介護予防の推進 

第７期の介護保険事業計画においては、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、「自立支援・

介護予防・重度化防止の推進」が重点目標として示され、高齢者が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に支援することや、要介護状態または要支援状態になることの

予防、要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止を図れるような支援が必要とされています。 

介護予防がめざすものは、単に運動機能や栄養状態といった個々の要素の改善だけではなく、む

しろ、これら心身機能の改善を通じて活動レベルや社会参加の向上につながることで高齢者の健

康寿命が延伸し、生活の質（ＱＯＬ）が向上することです。 

介護予防に対する関心が高い中、高齢者自らが主体的に参加できるよう、個々の介護予防に対す

る取組を支援し、さらにはその活動を地域全体へと広げていくことが重要です。 

 

 

１）健康づくり・生活習慣病予防の推進 

 

○ 関係３市が取り組んでいる健康増進事業、また市民が取り組んでいる健康づくり活動の状況を把

握し、本広域連合が実施する介護予防事業と連動した一体的な取組、実施のあり方について、調査・

研究を重ねていきます。 

○ 介護予防事業を通じて、健診受診の必要性や健康づくりに関する取組の重要性について、周知・

啓発し、関係３市の健康増進に寄与していきます。 

 

 

２）重度化防止に向けた介護予防事業の推進 

 

（１）切れ目のない介護予防の推進 

○ 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などと連携を図

ることにより、切れ目のない介護予防の取組を推進します。 

○ 要支援者等に継続的に介護予防ケアマネジメントを実施し、自立支援・重度化防止に向けた必要

な生活支援、介護予防を展開していきます。 
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（２）一般介護予防事業の推進 

○ 高齢者を中心とする地域住民が互いに支え合い、一人ひとりがその能力に応じ、生きがいや役割

を持って地域生活を送ることができるよう、地域における介護予防の拠点として地域の通いの場の

充実を図ります。 

○ 地域における体操教室など住民主体の介護予防活動が継続的に取り組めるよう支援するととも

に、リハビリテーション専門職等の関与を促進し、効果測定や科学的根拠に基づく助言等を行うこ

とで、その活動を強化し、より効果的・効率的な介護予防を推進します。 

○ 介護予防普及啓発事業の推進に向け、関係３市とも連携を図りながら、各地域包括支援センター

の取組を支援していきます。また、介護予防に資する効果的な事業を推進していくため、介護予防

教室への参加状況の把握と併せ、先進事例を収集し情報提供に努めます。 

○ 地域における介護予防活動の取組は市域や日常生活圏域により違いがありますが、立ち上がりか

らこれまで活動してきた経緯があり、今後もそれぞれの取組を尊重するとともに推進・充実に向け、

地域包括支援センターと連携を図りながら、その活動を支援していきます。 

○ 活動主体である住民団体と関係３市及び地域包括支援センター等と連携を図り、担い手の育成に

努めます。 

 

（３）高齢者の支援活動への参加促進 

○ 高齢者の地域活動や社会参加の促進は、健康づくりや介護予防にもつながり、生活の質（ＱＯＬ）

の向上にもつながることから、関係３市及び地域における様々な団体等と連携を図り、高齢者の地

域活動を促進します。 

○ 関係３市及び地域包括支援センター、生活支援コーディネーター等と連携し、講座や広報等を通

じて動機づけを行うことで関心を高め、高齢者への支援活動の参加を促進していきます。 

○ 老人クラブ活動や民生委員活動、ふれあいサロン活動など関係３市で取り組んでいる活動を把握

し、既存の活動を基盤としつつ、さらなる資源の開発や拡充に向け、様々な場や機会を活用した普

及・啓発活動に取り組むことで、各市における高齢者の社会参加活動の促進に向けた後方支援に努

めます。 

 

 

３）生活支援と介護予防の推進 

 

○ 各市域における第１層生活支援サービス協議体の取組を継続して支援していくとともに、コーデ

ィネーター間の連携を促進します。また、情報交換する機会を確保するとともに相互に影響し合い

発展に寄与するよう、関係３市と連携し支援していきます。 

○ 第１層よりきめ細かな活動と、高齢者のニーズとサービスのマッチングなどを行う第２層生活支

援サービス協議体及びコーディネーターについては既存の会議体や活動団体等も視野に入れ、日常

生活圏域を目安として設置に向け、関係３市と協議を重ねつつ、必要な支援に努めます。 
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４．認知症施策の推進 

我が国の認知症高齢者は、2012 年（平成 24 年）で 462 万人と推計されており、2025 年（平成

37 年）には 700 万人を超えると見込まれています。これは 65 歳以上の高齢者の５人に１人が認

知症に罹患する計算になり、認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気であるといえます。 

「日本における認知症高齢者人口の将来推計に関する研究」による推定有病率を用いて、本広域

連合における認知症有病者を推計すると、平成 37 年には 16,698 人まで増加すると推計されます。 

国の基本指針において、今後増加することが見込まれる認知症の人に適切に対応するため、認知

症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に沿って、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住

み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域づくりが求められています。また、認知

症施策においては新たに若年性認知症施策に対する強化が求められています。 

 

 

１）認知症ケアパスの普及 

 

○ 認知症の人や家族の安心感や生活の質（ＱＯＬ)の向上につなげるため、市域ごとに作成した認

知症の進行状況に応じた適切な支援の目安である認知症ケアパスの普及・啓発に努めます。 

○ 認知症支援に携わる介護サービス事業者や医療機関などを把握し、早期に必要な支援に結び付け

ることができるよう、関係３市と連携し、進めていきます。 

○ 認知症ケアパスに掲載された社会資源等については、定期的に更新し、実用的なケアパスの状態

の維持に努めます。 

 

 

２）認知症の予防、早期発見、対応の推進 

 

（１）認知症予防・認知症の早期発見、対応の推進 

○ 認知症初期集中支援チームの活動を推進し、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制の構

築に取り組みます。 

○ 初期集中支援の対象となるケースの把握に向け、関係３市の医師会等に協力依頼をするととも

に、民生委員をはじめ、地域で高齢者の支援活動を行う団体等にも働きかけ、地域包括支援センタ

ーと連携し、積極的な支援につなげていきます。 

○ 個々の支援についてはチーム員をはじめ地域包括支援センター等も含めた複数の専門職の協議

に基づき決定していきます。関係３市は、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置し、チーム

の活動内容やチームのあり方、関係機関との連携等について検討する機会を確保し、チーム員が活

動内容を客観的に受け止め、経験を積み重ねることができるよう支援していきます。 

○ 認知症初期集中支援チームは初期段階の支援であり、支援終了後は地域包括支援センターやケア

マネジャー等に引き継ぐことになります。円滑な移行による切れ目のない支援を行うため、市域ご

とに地域包括支援センター等とチーム員の連携推進を図っていきます。 

○ 地域包括支援センターが実施する認知症予防に関する教室や講座等を継続して推進していきま

す。 
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（２）認知症の医療・介護連携の推進 

○ 認知症地域支援推進員及び地域包括支援センターと連携を図りながら、かかりつけ医と専門医、

医療機関と介護関係者をつなぎ、認知症の容態に応じた適切な支援を切れ目なく行うことで、認知

症やその家族の支援体制の強化を図っていきます。 

○ 高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターをはじめ、認知症地域支援推進員や認知症初

期集中支援チームなど、認知症に携わる様々な専門機関、相談員等の周知・啓発に努めます。 

○ 地域包括支援センターや医師会等と連携を図りながら、かかりつけ医師や認知症サポート医の普

及・啓発に努めます。 

 

 

３）認知症に対する理解の促進と支援体制の構築 

 

（１）認知症に対する理解の促進 

○ 引き続き、地域包括支援センターで認知症に関する教室・講演会を地域の商業施設や企業、学校

など幅広く展開し、身近な地域で認知症を学ぶ機会をつくり、地域における気づきや見守り機能強

化を図ることで、認知症にやさしいまちづくりを進めていきます。 

○ 誰もが認知症に関する正しい知識を持ち理解を深めることができるよう、地域等において認知症

サポーター養成講座を積極的に開催していき、認知症の人や家族を支援する認知症サポーター数の

増加を図ります。また、認知症サポーター養成講座の講師となるキャラバン・メイトの養成研修の

普及促進についても関係３市に働きかけ、地域全体で認知症の人や家族を支える体制づくりに努め

ます。 

○ 認知症サポーターがモチベーションを保ち、ともに支え合える地域づくりを推進するため、関係

機関に働きかけ、活動の場の確保に努めます。 

 

 

（２）認知症見守りネットワークの構築 

○ 高齢者徘徊ＳＯＳネットワークを活用し、関係３市及び協力機関等と連携を図りながら、認知症

等による行方不明高齢者の早期発見・早期安全確保に取り組んでいきます。また、高齢者徘徊ＳＯ

Ｓネットワークについて、認知症サポーター等の地域住民へ広く普及・啓発していくとともに、協

力機関数及び協力者の拡大に努めます。 

○ 個人情報に配慮しながら迅速な発見につながるよう、より効果的な手法の調査・研究に努めます。 

○ 地域包括支援センターが行う地域ケア会議等を活用し、地域住民と課題を共有することで見守り

体制づくりにつなげるとともに、関係３市の実情に応じて民間事業者への呼びかけ、見守り体制の

強化を図ります。 

○ 行方不明高齢者等の身元確認や一時保護について、関係３市や地域包括支援センター、保健所、

警察等、関係機関との連携体制の構築に努めます。 
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（３）家族への支援体制の構築 

○ 今後も地域包括支援センターや認知症地域支援推進員等と連携し、認知症高齢者やその家族が抱

える問題、不安や悩みの解消に向けた相談体制の充実に努めます。 

○ 認知症サポーター養成講座や認知症予防に関する教室・講演会を継続して実施し、地域の認知症

に対する理解を深めていくとともに、認知症カフェの増加に向け、関係３市と連携しながら進めて

いきます。 

○ 現行の徘徊高齢者探知システム運営事業を充実し、家族が安心して介護できる環境づくりに努め

ます。 

○ 認知症の人や家族が問題を抱え込み、地域から孤立することがないよう、認知症地域支援推進員

や地域包括支援センターと連携し、地域住民や民間事業者など様々な団体に働きかける等、認知症

の人や家族を支援する体制づくりに努めます。 

 

 

（４）認知症対応型サービスの推進 

○ 認知症の人の支援をより的確に進めていくため、認知症の人のニーズを踏まえながら、認知症対

応型通所介護や認知症対応型共同生活介護など、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。 

○ 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。 

 

 

（５）若年性認知症施策の推進 

○ 若年性認知症は、初期症状が認知症特有のものでなく、診断しにくいことから、若年性認知症に

ついて普及・啓発を進めるとともに、若年性認知症の早期診断・早期対応へつなげていきます。 

○ 関係３市で実施している障がい者手帳の交付や障害年金の受給をはじめ、介護保険サービスや障

がい福祉サービスなど、本人や家族の状況に応じた必要な支援につないでいきます。 

○ 関係３市に配置している認知症地域支援推進員が中心となり、大阪府に配置されている若年性認

知症支援コーディネーターや関係機関と連携し、支援体制の構築に努めます。 

○ 早い段階で専門的な医療や適切な支援につなげることが予後にも影響することから、認知症初期

集中支援チームが専門性を活かし、地域包括支援センターや認知症地域支援推進員をはじめ、関係

機関と連携しながら早期発見に努めます。 
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５．高齢者の尊厳確保のための方策 

高齢者の人権の尊重、尊厳確保は重要であり、高齢者の基本的人権を守るため、在宅・施設に関

わらず高齢者の虐待防止に積極的に取り組む必要があります。 

全国的に高齢者虐待に関する相談、通報件数が増加している中、国の基本指針に「高齢者虐待防

止等」に関する内容が新たに設けられ、高齢者虐待の対応窓口の普及・啓発や虐待防止に関する制

度の普及、早期発見・見守りなどのネットワークの構築などが求められています。 

この３年間において、地域包括支援センターに寄せられた相談として、権利擁護に関する相談延

件数は年々増加、虐待に関する相談は各年で増減しているものの一定の相談がある状況です。 

高齢者に対する虐待、権利侵害はあってはならないものであるため、高齢者の権利擁護を推進し

ていくことが重要です。 

 

 

１）高齢者虐待の防止 

 

○ 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、様々な機会や媒体を活用し、周知・啓発するとともに、市や地域包括支援セン

ターが高齢者の虐待及び養護者支援に関する相談窓口であることを周知します。 

○ 関係３市の職員や地域包括支援センターが高齢者虐待及び養護者支援の対応力を高め、質の高い

相談対応を行うことで、介護者の不安や悩みの解消に取り組みます。 

○ 地域住民や事業者等は、虐待が疑われる事例が発生した場合、事態の深刻化を防止するため、市

への通報義務があることを周知することで早期発見・早期対応を図るとともに、関係３市や地域包

括支援センター、民生委員、警察等のネットワークを強化し、適切な対応に取り組みます。 

○ 高齢者虐待の実態把握に努めるとともに、対応した事案の点検・検証を通じて、職員の虐待への

対応技量の向上に努めます。さらに、施設における虐待を防止するため、関係３市、大阪府と連携・

協力し、集団指導などを通じて身体拘束ゼロ運動を周知・啓発し、施設職員の意識改革やサービス

の質の向上に向けた支援を行います。 

 

 

２）成年後見制度及び日常生活自立支援事業の推進 

 

○ 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。 

○ 関係３市ごとに取り組んでいる成年後見制度利用支援事業を、新たに地域支援事業に位置づけ、

取組を支援していきます。 

○ 高齢者の権利擁護の取組を進めるためには、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。 
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３）高齢者の孤立防止 

 

○ 関係３市や地域包括支援センター、民生委員、自治会等との連携を深め、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関連する情報の提供に努めることで、社会参加を促し、

高齢者の孤立防止を図ります。 

 

 

４）生活困窮状態にある高齢者の支援 

 

○ 生活困窮状態にある高齢者は「制度の狭間」に置かれることが多いため、適切な支援につながる

よう、関係３市をはじめ、地域包括支援センターや地域の様々な支援機関と連携を図ります。 

 

 

６．介護サービス基盤の充実と質の向上 

2015 年に団塊の世代が高齢期を迎え、今後は後期高齢者が大きく増えていくと想定されます。

年齢が高くなるにつれて要支援・要介護認定率は高まることから、今後さらに介護を必要とする高

齢者が増えていくと考えられます。 

介護に対する需要が増加している反面、サービスを提供する介護サービス事業者においては人

材不足が大きな問題となっています。 

 

 

１）介護サービス基盤の充実 

 

（１）介護サービス基盤整備の推進 

○ 介護が必要になった後も在宅生活を続けられるよう、高齢者一人ひとりに応じたサービス提供や

24 時間対応などのサービス整備を推進します。 

○ 地域医療構想に基づく病床の機能分化・連携において、2025 年（平成 37 年）に向けて今後８

年間で在宅医療・介護施設等の新たなサービス必要量が発生することになります。そのため、医療

ニーズの高い在宅の要介護者等が増加することが予測され、利用者が必要とするケアに応じた柔軟

なサービス提供が可能である看護小規模多機能型居宅介護などの整備を進めていきます。 

 

（２）包括的な支援体制の整備 

○ 高齢者にとどまらず、包括的な支援体制の整備を強化する観点から、新たに共生型サービスが創

設されたことに伴い、介護保険または障がい福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制

度における指定を受けやすくなるため、該当者が安心して必要なサービスを利用できるよう、関係

３市の障がい福祉課と連携し対応していきます。 
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２）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 

○ 一人ひとりの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にあたっては、地域密着型サービスの運営に関する委員会の意見の反映を通じ

て、事務の公平・公正な運営の確保に努めます。 

○ 引き続き、本広域連合管内に所在するすべての地域密着型サービス事業者に対し集団指導を実施

していくとともに、実地指導についても計画的に実施していきます。また、地域密着型通所介護の

指定に関しては、本計画で設定した見込量を踏まえつつ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など

地域密着型サービスの整備状況を踏まえ、適切に行っていきます。 

○ 地域密着型サービスの質の向上を図るため、自己評価や外部評価を実施し、結果の公表について

は検討していきます。 

 

 

（２）居宅介護支援事業所に対する適切な指導 

○ 本広域連合管内の指定居宅介護支援事業所の指定・更新申請及び変更届等の介護事業に対する各

種手続きを適切に行っていきます。 

○ 利用者へ質の高い介護サービスが提供されるよう、事業所に対し実地指導や集団指導等に取り組

み、大阪府や関係市町村と連携しながら、適正な事業運営に努めます。 

 

 

（３）介護サービス事業者のサービス評価 

○ 介護サービス事業者が市民から信頼を得るためには、サービスの質の向上を図ることが重要とな

ります。そのため、くすのき広域連合事業者連絡会と連携を図りながら、第三者評価の啓発を図っ

ていきます。 

 

 

（４）事業者連絡会の充実 

○ 本広域連合では、事業者自身が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、

活動の支援や情報提供を行います。また、くすのき広域連合事業者連絡会等との情報交換等を通し

て、連携・協力体制の構築に努めます。 
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３）介護従事者に対する支援強化 

 

○ 介護支援専門員の質の向上に向け、ケアプランチェックを行うとともに、事業者連絡会や地域ケ

ア会議による支援困難事例検討会を通じて、介護支援専門員の資質の向上に努めます。また、地域

包括支援センターによる介護支援専門員に対する日常的個別指導や相談支援体制の強化を図りま

す。 

○ 関係３市の事業者連絡会等が取り組む研修会の情報提供などを行い、サービスの質の向上を引き

続き進めていきます。 

 

４）福祉・介護人材確保の取り組み 

 

○ 総合事業におけるくすのき生活サポーター養成研修（訪問型サービスＡの従事者研修）を今後も

継続して開催するとともに、人材不足で悩んでいる事業所とのマッチングについて、よりよい方法

を検討していきます。 

〇 広報等により「くすのき生活サポーター」の認知度向上を図り、より多くの人が、介護分野に関

心をもつとともに、元気な高齢者等が担い手として活躍できる環境づくりに努めます。 

○ 関係３市の福祉や労働、教育などの様々な部局や関係機関と連携し、福祉・介護人材の確保に向

けた方策を検討していきます。 

○ 大阪府が行っている介護従事者研修や介護人材確保・職場定着支援に関わる各事業について常に

情報を収集し、管内の事業所に対して情報の発信を行っていきます。 

○ 市民の福祉・介護ニーズに対応できるよう、関係３市と連携を図りながら、担い手の育成に努め、

地域の特色を踏まえたきめ細かな人材確保に取り組みます。 

 

 

５）介護離職防止に向けた支援策の充実 

 

○ 要介護者及び介護者の家庭状況を踏まえ、適切なケアマネジメントにより必要なサービスにつな

ぐことで、働く介護者の離職防止に努めます。 

○ 介護者が抱える不安や悩みの解消に向け、地域包括支援センターを中心に相談に応じていくとと

もに、同じ悩みや不安を抱える人が集まる介護者交流会を紹介するなど、介護者のレスパイトケア

に努めます。 

○ 休日等の相談体制を拡充することで、就労している家族が、相談支援を受けやすい環境整備を行

います。 

○ 関係３市やハローワークなどの労働に関わる関係機関と連携し、管内の企業に対して介護離職に

関する問題を発信し、介護休業が取得しやすい環境の整備に努めます。 
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７．介護保険事業の円滑な運営 

介護保険事業を円滑に運営していくため、適切な要介護認定をはじめ、公正・公平なケアマネジ

メントの実施など、適正に取り組むことが重要です。 

 

 

１）適切な要支援・要介護認定 

 

○ 判断能力が十分でない人や手話・要約筆記が必要な人など、すべての人に対して適切な要支援・

要介護認定が行えるよう、これまで同様きめ細かに対応していきます。 

○ 様々な研修を通じて、認定審査に携わる人の資質の向上に取り組み、円滑かつ公平な認定審査会

の運営を図っていきます。 

○ 基本チェックリストにより総合事業の事業対象者に認定されることで、迅速にサービスを利用す

る事ができるため、本広域連合や支所窓口、地域包括支援センターの窓口において、利用者のニー

ズを把握し、適切な制度説明による理解を得た上で、適正な申請につなげていきます。 

 

 

２）苦情処理・情報提供・広報 

 

（１）苦情処理体制の充実 

○ 市民からの苦情または相談について、関係３市での苦情処理のプロセスや問題の所在について情

報の共有化を図り、問題解決についての認識を深めることで、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。 

○ 介護保険巡回相談員による介護保険施設や通所施設、居宅事業所等の訪問を継続して実施し、利

用者からの苦情を未然に防げるよう、取り組んでいきます。 

○ 引き続き、苦情の解決体制の充実を図るとともに、苦情の未然防止に取り組んでいくことで、介

護保険制度の円滑な運営の確保を進めていきます。 

 

（２）情報提供の充実 

○ 引き続き、介護保険サービスや生活支援サービスなど、地域資源について情報を収集するととも

に、様々な媒体や場、機会を通じて、広く住民に周知・啓発していきます。周知・啓発にあたって

は、障がい者や外国人など、様々な人に配慮したものとなるよう取り組んでいきます。 
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３）介護給付の適正化 

 

○ くすのき広域連合介護給付適正化計画として、次のとおり実施内容、目標を設定し、計画的に実

施することで、介護給付の適正化を図ります。 

○ 「要介護認定の適正化」として、一貫したスキルのもとで認定調査票の書面の点検等を行います。

また、認定調査員研修会を開催し、資質向上を図ります。 

○ 「ケアプランの点検」として、認定データと給付データを突合させる介護給付適正化支援システ

ムを導入・活用し、ケアプラン等の内容と請求結果の整合性の確認を行い、事業者への指導等を実

施します。 

○ 「住宅改修の適正化」として、適正な施工が行われたかどうかを確認するため、改修工事の事前

または事後に、現地調査等により確認します。 

加えて、疑義のあるものだけでなく、事前もしくは事後で関係３市ごとに、新規事業者を適宜抽

出または必要に応じて抽出のうえ、現地調査を実施します。 

○ 「福祉用具購入・貸与調査に係る適正化」として、ケアプラン等により必要性を確認します。ま

た、必要に応じて利用者自宅への訪問調査を行います。 

窓口にて軽度福祉用具貸与理由書を確認し、必要に応じリハ職を交えて協議していきます。また

国保連システムを活用し、抽出された疑義のあるケースについては確認、調査等を行います。調査

件数、訪問調査件数、支給決定件数、変更を指導した件数等の把握により進捗管理を行います。さ

らに、福祉用具貸与に関する研修会について、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等を

対象に実施します。 

○ 「医療情報との突合」として、国保連合会の給付適正化システムから出力される医療情報との突

合リスト等を用いて、給付状況を 12 か月分確認します。 

また、疑義内容については、介護支援専門員やサービス提供事業所、医療保険担当部署等に詳細

を確認するとともに、必要に応じて国保連合会に対し過誤申立等を実施します。 

○ 「縦覧点検」として、国保連合会に委託している縦覧点検（３帳票）について、12 か月分点検

を実施します。 

また、疑義内容については、介護支援専門員やサービス提供事業所等に詳細を確認するとともに、

必要に応じて国保連合会に対し過誤申立等を実施します。 

○ 「介護給付費通知」として、国保連合会において審査決定した給付実績等から、利用者ごとに直

近４か月の利用実績を記載した給付費通知書を作成し、説明文書等の同封により受け取った受給者

が通知内容を理解できるようにするための工夫を行い、送付します。 

また、利用者から寄せられた架空請求や過剰請求等の情報を受けた場合、利用者から的確な事実

確認を行うとともに、必要に応じて国保連合会に対し過誤申立等を実施します。 

さらに、単に利用サービスの給付実績一覧を送付するだけでなく、利用者にサービス提供者に対

するチェックの視線を持ってもらえるよう周知方法を検討し実施します。 

○ 「給付実績の活用」として、国保連合会から配信される給付実績等の情報を活用して、介護給付

適正化支援システムの導入により認定審査会のデータと突合させ、被保険者の認定状態に合わない

不適正・不正な給付がないか確認します。 

また、不適正・不正な請求を行っている事業所に対して改善通知を送付し、サービスの向上を促

し、給付の適正化を図ります。 
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４）低所得者への支援 

 

○ 今後のさらなる高齢化による介護費用の増加に伴う保険料水準の上昇が見込まれる中、制度を持

続可能なものとするため、低所得者の人も保険料を負担し続ける必要があります。そのための対策

として、制度改正に対応した低所得者層の保険料軽減を実施します。 

○ 介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、低所得者で生計が困難である人等の利用者負担

を軽減した場合に、保険者が当該社会福祉法人に対して助成を行う「社会福祉法人等による利用者

負担額軽減制度」の活用促進に努めるとともに、未実施法人に対しては、この制度の趣旨について

周知を行い、利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

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た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

画の評価を必要に応じ行っていきます。 

特に本計画の第３章で設定した「３．介護予防・重度化防止に向けた目標」の達成状況について定期

的に評価していくとともに、ＰＤＣＡサイクルにより具体的な改善策を講じることで健康寿命の延伸

を図り、いつまでも生きがいをもって住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域の実現をめざ

します。 

 

２．広域連合の関係３市との連携強化 

介護保険制度の円滑な運営を図り、地域包括ケアシステムを構築するためには、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、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ならず、高齢者等関連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５章 計画の推進 
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１．標準給付費 

  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 合計 

総給付費 

（一定以上所得者負担の調整後） 
26,949,204,623 円 28,084,247,566 円 29,351,250,854 円 84,384,703,043 円 

特定入所者介護サービス費等給付額 

（資産等勘案調整後） 
807,900,506 円 833,284,106 円 860,266,106 円 2,501,450,718 円 

高額介護サービス費等給付額 784,769,005 円 874,264,310 円 973,965,688 円 2,632,999,003 円 

高額医療合算介護サービス費等給付額 63,301,165 円 65,505,069 円 67,785,705 円 196,591,939 円 

算定対象審査支払手数料 26,252,568 円 27,751,570 円 29,336,224 円 83,340,362 円 

  審査支払手数料支払件数 570,708 件 603,295 件 637,744 件 1,811,747 件 

標準給付費見込額（A） 28,631,427,867 円 29,885,052,621 円 31,282,604,577 円 89,799,085,065 円 

※小数点以下を四捨五入しているため、合計額が合いません。 

 

 

２．地域支援事業 

  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 合計 

介護予防・日常生活支援総合事業 982,609,526 円 1,049,736,818 円 1,107,052,447 円 3,139,398,791 円 

内 

訳 

訪問型サービス 330,750,000 円 353,373,300 円 372,667,482 円 1,056,790,782 円 

通所型サービス 469,300,000 円 501,160,720 円 528,332,995 円 1,498,793,715 円 

介護予防ケアマネジメント費 112,200,000 円 119,874,480 円 126,419,627 円 358,494,107 円 

その他 70,359,526 円 75,328,318 円 79,632,343 円 225,320,187 円 

包括的支援事業（地域包括支援センター

の運営）・任意事業 
403,749,953 円 409,126,140 円 410,556,860 円 1,223,432,953 円 

包括的支援事業（社会保障充実分） 74,919,915 円 96,830,789 円 107,441,801 円 279,192,505 円 

地域支援事業（B） 1,461,279,394 円 1,555,693,747 円 1,625,051,108 円 4,642,024,249 円 

※地域支援事業費は、実績を踏まえて算定。 

 

 

  

第６章 介護保険事業費の見込みと保険料の設定 
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３．所得段階別負担割合と保険料 

区分 保険料率 
平成 30～32 年度 

保険料（月額） 保険料（年額） 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金の受給者 

・世帯全員が市民税非課税で、課税対象となる年

金収入額＋合計所得金額が 80 万円以下の人 

基準額×0.500 3,375 円 40,490 円 

第２段階 

世帯全員が市民税非課税で、課税対象となる年

金収入額と合計所得金額の合計が 120 万円以下

の人 

基準額×0.700 4,724 円 56,680 円 

第３段階 

世帯全員が市民税非課税で、課税対象となる年

金収入額と合計所得金額の合計が 120 万円超の

人 

基準額×0.750 5,061 円 60,730 円 

第４段階 

被保険者本人が市民税非課税で、同じ世帯に市

民税課税者がいる方のうち、公的年金等収入＋

合計所得金額が 80 万円以下の人 

基準額×0.950 6,411 円 76,930 円 

第５段階 

被保険者本人が市民税非課税で、同じ世帯に市

民税課税者がいる方のうち、公的年金等収入＋

合計所得金額が 80 万円超の人 

基準額×1.000 6,748 円 80,970 円 

第６段階 
被保険者本人が市民税課税で、合計所得金額が

120 万円未満の人 
基準額×1.200 8,098 円 97,170 円 

第７段階 
被保険者本人が市民税課税で、合計所得金額が

120 万円以上 200 万円未満の人 
基準額×1.300 8,773 円 105,270 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

200 万円以上 300 万円未満の人 
基準額×1.500 10,122 円 121,460 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 400 万円未満の人 
基準額×1.600 10,797 円 129,560 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 500 万円未満の人 
基準額×1.700 11,471 円 137,650 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 600 万円未満の人 
基準額×1.800 12,146 円 145,750 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 700 万円未満の人 
基準額×1.900 12,821 円 153,850 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 800 万円未満の人 
基準額×2.000 13,495 円 161,940 円 

第 14 段階 
被保険者本人が市民税課税で合計所得金額が

800 万円以上 900 万円未満の人 
基準額×2.150 14,508 円 174,090 円 

第 15 段階 
被保険者本人が市民税課税で合計所得金額が

900 万円以上の人 
基準額×2.300 15,520 円 186,240 円 

※第１号被保険者の介護保険料について、５割の公費とは別枠で公費を投入し、低所得者の保険料を軽減します。 

※保険料基準額に対する割合が、平成 30 年度は、第１段階で 0.45、平成 31 年 10 月からは第１段階は 0.30、第２

段階は 0.45、第３段階は 0.70 となる予定です。 
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【 本 部 】  〒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 

【 守 口 支 所 】  〒570-8666 守口市京阪本通 2-5-5（守口市役所内） 

TEL 06-6992-2180 FAX 06-6995-2011 

【 門 真 支 所 】  〒571-8585 門真市中町 1-1（門真市役所内） 

TEL 06-6780-5200 FAX 06-6780-5201 

【四條畷支所】 〒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 

 


