第６期
くすのき広域連合
介護保険事業計画
（概要版）
平成 27 年度～平成 29 年度

くすのき広域連合
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。

第１章

計画序論

１．計画策定の趣旨
全国において、要介護・要支援認定者や認知症高齢者、一人暮らし高齢者等の増加、地域との
つながりの希薄化など、高齢者を取り巻く環境は複雑・困難な課題が山積している状況にありま
す。
くすのき広域連合（以下「本広域連合」という。）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整備が求められています。
これまで国は、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、医療、介護、介護予防、住まい、自立した日常生活の支援が一体的に提供され
る「地域包括ケアシステム」の構築をめざし、順次改正を進めてきました。
そして、平成 26 年６月に、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築とともに、「地域包括ケ
アシステム」の構築を通じた、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための「医
療介護総合確保推進法」が成立しました。それにより、地域における適切な医療・介護サービス
の提供体制の実現に向けた介護保険制度の改正が行われることになります。
本広域連合では、第５期介護保険事業計画期間（平成 24～26 年度）が平成 26 年度で終了
することから、これらの状況を踏まえ、第６期介護保険事業計画（以下「本計画」という。）を
策定します。

２．計画の位置づけ及び性格
１

広域行政を活かした計画

関係３市では、介護保険事業の運営主体として、本広域連合を設立し、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、広域連合の効果・利点を活かした計画
を策定していきます。
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２

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、一人暮らし高齢者
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策定するものです。
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、当該市町村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。
そのため、本広域連合が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」と調整を行い、両計画は一体のものとなっています。

３

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ます。
また、大阪府の関連計画との整合性も図ります。

３

法的位置づけ

本計画は、介護保険法第 117 条第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．計画期間
本計画は、平成 27 年度から平成 29 年度の３年間とします。
なお、本計画は、平成 37（2025）年までの中長期的な視野に立った施策の展開をめざし、
進めるものです。

４．介護保険制度見直しの概要
介護保険制度は、平成 26 年 6 月に成立した「医療介護総合確保推進法」に基づき、在宅医
療・介護連携の推進、認知症施策の推進などによる地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支
援事業の見直しや、介護予防訪問介護と介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合支援事
業への移行、特別養護老人ホームの中重度者の重点化、低所得者の保険料軽減の拡充などが見直
されます。
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第２章

高齢者の将来展望

１．将来の人口
１．将来の人口
１

推計人口

推計人口を行ったところ、総人口は、減少傾向にあり、本計画が終了する平成 29 年度には
321,905 人、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年度には 297,203 人になる見込みで
す。
また、高齢者人口は、本計画期間内は増加する見込みですが、平成 37 年度には 85,853 人
になる見込みです。
（％）
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２

平成29年
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高齢化率

要支援・要介護認定者数の推計

要支援・要介護認定者数については、いずれの要支援・要介護度においても、増加傾向の見込
みです。
本計画が終了する平成 29 年度には 20,020 人となる見込みであり、要支援・要介護度別に
みると、要介護２が 4,287 人で最も多くなる見込みです。
（人）
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要支援１

２．日常生活圏域の現況
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。
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第３章

計画の基本的な考え方

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。
そのため、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６期計画の考え方
本計画は、「地域包括ケア計画」として位置づけられるものです。この計画の策定にあたって
は、平成 37（2025）年を見据え、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域
で、自らの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」「自立した日常生活の支援」が包括的に確保される体制である「地域包括ケアシステ
ム」の構築・強化をめざし、その実現のために本広域連合と関係３市との連携をさらに密にして
いく必要があります。
この地域包括ケアシステムの構築・強化にあたっては、「介護給付等対象サービスの充実・強
化」「在宅医療及び介護の連携による継続的な支援体制の整備」「介護予防の推進」「日常生活支
援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」を重点的に進
めていくことが求められています。
本計画では、これらの重点的取り組み事項を推進していくとともに、現在の施策の進捗状況の
整理や地域のニーズを把握し、計画の充実に努めます。

３．施策の体系
施策
１．介護サービスの見込み
１．介護サービスの見込み
２．地域包括ケアシステムに向
けた取り組み

３．介護予防の推進
４．認知症対策の推進
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取り組み内容
●居宅サービス

●施設サービス

●地域密着型サービス

●地域包括支援センターの機能強化
●地域ケア会議の推進
●在宅医療と介護の連携強化
●地域での自立した日常生活の支援
●見守り体制の整備
●高齢者の住まいの安定確保
●災害時における高齢者支援体制の確立
●健康づくり・生活習慣病予防の推進
●新しい介護予防事業の推進
●生活支援と介護予防の推進
●認知症ケアパスの作成
●認知症の早期予防、発見、対応の推進
●認知症に対する理解の促進と支援体制の構築

５．高齢者の尊厳確保のための
方策

●高齢者虐待の防止
●高齢者の孤立防止

●成年後見制度及び日常生活自立支援事業の推進
●生活困窮状態にある高齢者の支援

６．介護サービス基盤の充実と
質の向上

●介護サービス基盤の充実
●介護従事者に対する支援強化

●事業者の指定事務・指導・助言
●福祉・介護人材確保の取り組み

７．介護保険事業の円滑な運営

●適切な要支援・要介護認定
●介護給付の適正化

●苦情処理・情報提供・広報
●低所得者への支援

第４章

施策の展開

１．介護サービスの見込み
計画期間における利用者数や基盤整備等の動向を踏まえ、平成 26 年度までの実績等を勘案し、
サービス量を見込みました。
■介護給付の見込量の一覧
単位

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

回/年

1,358,515

1,432,469

1,502,722

人/年

56,196

58,656

61,200

回/年

7,450

7,931

8,344

人/年

1,500

1,548

1,572

回/年

181,103

206,017

232,398

（１）居宅サービス
①訪問介護

②訪問入浴介護

③訪問看護
人/年

16,164

17,760

19,368

回/年

36,916

39,522

42,205

人/年

3,084

3,288

3,504

人/年

21,660

24,084

26,508

回/年

537,527

457,656

511,684

④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導
⑥通所介護
人/年

54,228

45,372

49,872

回/年

119,812

123,655

128,152

人/年

14,424

14,892

15,372

日/年

66,593

68,550

70,243

人/年

5,712

5,880

6,024

日/年

7,882

8,406

8,891

人/年

1,140

1,164

1,188

⑩特定施設入居者生活介護

人/年

5,400

5,640

5,880

⑪福祉用具貸与

人/年

67,992

72,840

77,868

⑫特定福祉用具販売

人/年

1,224

1,260

1,296

⑬住宅改修

人/年

1,044

1,068

1,092

人/年
回/年
人/年
人/年
人/年
人/年
人/年
人/年
人/年
回/年

0
3,511
300
864
3,396
588
1,740
420
0
0

0
4,486
384
948
4,044
588
2,088
696
600
146,112

0
5,646
468
1,236
4,044
588
2,088
840
600
163,361

人/年

0

14,484

15,924

100,956

106,104

111,552

⑦通所リハビリテーション

⑧短期入所生活介護

⑨短期入所療養介護

（２）地域密着型サービス
①夜間対応型訪問介護
②認知症対応型通所介護
③小規模多機能型居宅介護
④認知症対応型共同生活介護
⑤地域密着型特定施設入居者生活介護
⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑧看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
⑨地域密着型通所介護
（３）居宅介護支援
（４）介護保険施設サービス
①介護老人福祉施設

人/年

11,304

11,304

12,264

②介護老人保健施設

人/年

7,176

7,176

7,176

③介護療養型医療施設

人/年

1,008

1,008

1,008
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■予防給付の見込量の一覧
単位

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

人/年

15,924

17,244

9,324

回/年

0

0

0

人/年

0

0

0

回/年

8,150

9,623

11,335

人/年

900

1,020

1,152

回/年

2,352

2,527

2,716

人/年

228

240

264

⑤介護予防居宅療養管理指導

人/年

720

804

900

⑥介護予防通所介護

人/年

11,340

13,380

7,836

⑦介護予防通所リハビリテーション

人/年

2,040

2,196

2,364

日/年

368

444

540

人/年

60

72

84

日/年

0

0

0

人/年

0

0

0

（１）介護予防サービス
①介護予防訪問介護
②介護予防訪問入浴介護

③介護予防訪問看護

④介護予防訪問リハビリテーション

⑧介護予防短期入所生活介護

⑨介護予防短期入所療養介護
⑩介護予防特定施設入居者生活介護

人/年

684

720

744

⑪介護予防福祉用具貸与

人/年

10,104

11,856

13,776

⑫特定介護予防福祉用具販売

人/年

420

516

624

⑬介護予防住宅改修

人/年

480

504

528

回/年

0

0

0

人/年

0

0

0

②介護予防小規模多機能型居宅介護

人/年

60

60

84

③介護予防認知症対応型共同生活介護

人/年

0

0

0

人/年

28,872

31,716

24,372

（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

（３）介護予防支援

２．地域包括ケアシステムに向けた取り組み
２．地域包括ケアシステムに向けた取り組み
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
介護保険制度の改正では、在宅医療・介護の連携強化、地域ケア会議、認知症施策の推進、生
活支援サービスの体制整備などにかかる事業が、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられ
ました。
そのため、地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として期待
されることから、現状の課題や今後求められる役割を勘案しながら、第６期期間中において、段
階的に機能強化を図っていきます。
地域包括支援センターの機能強化に向け、地域包括支援センターに配属される三職種がその専
門性を十分に発揮できるよう、地域包括支援センターの役割に応じた人員体制の強化及び人員の
確保に努めます。
さらに、地域包括支援センターの職員に対する研修を設けることで、地域包括支援センターが
多様化・複雑化する各課題に適切に対処し、総合的な相談機能を果たすことができるよう、職員
のスキルアップに取り組みます。
また、地域包括支援センターの効率的かつ効果的な運営をめざし、本広域連合が積極的に関わ
りながら「地域包括支援センター運営指針」を策定するとともに、「くすのき広域連合地域包括
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支援センター運営協議会」による継続的な評価・点検の強化に努めます。
加えて、一体的な運営体制を構築するため、センター間の役割分担や連携強化を図るとともに、
各センターが設置されている地域の実情や、センターごとに求められる役割を十分に踏まえた具
体的な運営方針、目標、業務内容等を設定し、本広域連合と各地域包括支援センターの役割分担
の明確化に努めます。
② 相談支援体制の強化
高齢者とその家族が安心して暮らし続けていくことができるよう、地域包括支援センターが介
護・福祉・健康・医療などの総合相談窓口であることを様々な機会を通じて周知を行います。
また、認知症高齢者や一人暮らし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯の増加などに伴い、相談内容や
対処すべき問題が多様化、複雑化していることから、地域包括支援センターが各課題に適切に対
処し、総合的な相談機能を果たすことができるよう、職員の確保に努めます。
③ 適切な介護予防マネジメントの推進
地域包括支援センターにおいて、要支援認定者等のニーズに合う介護予防や日常生活支援が包
括的かつ効率的に提供されるよう、適切なケアマネジメントを推進します。

２

地域ケア会議の推進

地域ケア会議は、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うと
ともに、地域のネットワーク構築につなげるなど、地域包括ケアシステムの実現のための有効な
ツールとして期待され、介護保険制度の改正において、制度的に位置づけられました。
多職種協働による個別ケース（困難事例等）の支援を通じた地域支援ネットワークの構築や地
域課題の把握を行い、地域ケア会議を情報共有及び協議・集約する場として位置づけます。また、
社会資源の調整や新たな資源開発の検討・地域づくりの体制を整備し、医師会、歯科医師会、薬
剤師会、リハビリテーション専門職等の連携強化に努め、需要に見合ったサービスの基盤整備を
し、地域包括ケアシステムの構築につなげていきます。

３

在宅医療と介護の連携強化

① 在宅医療の充実
高齢化の進展に伴い、重度の要介護者、認知症である人など医療と介護の両方を必要とする人
の増加が予測される一方で、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、訪問看護をはじめ、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（複合型サービス）などの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、
介護支援専門員に対して、事例検討や研修等を実施することで、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できるよう支援します。また、地域住民に対して、訪問看護サービスの
内容等について周知を行います。
さらに、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・介護サービスの提供体制の構築をめざし、医師会や歯科医師会、薬剤師会、訪問看護ステ
ーション連絡会等との連携強化による在宅医療の推進を図るとともに、訪問医や訪問歯科医、認
知症専門医、訪問看護ステーションなどの地域の医療情報の収集と発信に向けた取り組みを進め
ていきます。
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② 医療と介護の連携強化
入院による急性期の治療から、リハビリテーションを含めた退院後の在宅療養に円滑に移行し、
切れ目なく適切な医療・介護サービスを提供するためには、医療と介護の連携強化が重要です。
そのため、退院調整、日常の療養支援、急変時の受け入れ先の調整、看取り等について、地域
包括支援センターと医師会と連携を図りながら、医療と介護の連携体制の整備を進めます。
さらに、高齢者の在宅療養を支えるため、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、かかりつけの歯科医師、かかりつけの薬剤師・薬局、訪問看護ステーション、
介護支援専門員、介護事業所等の多職種間で情報共有を行いながら、平成 27 年４月より医療と
介護の連携強化を推進していきます。
第５期計画では、在宅医療・介護連携推進事業は、各医師会が受託している地域医療再生基金
を活用し、実施されてきました。平成 27 年度以降は、本広域連合として、在宅医療・介護の連
携を推進していくため、地域支援事業に位置づけ、各医師会の実情に即した財政支援を行い、平
成 30 年度までに、次の事業を段階的に実施していきます。
（ア）地域の医療・介護の資源の把握
（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
（ウ）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援

４

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援
（カ）医療・介護関係者の研修
（キ）地域住民への普及啓発
（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市の
連携

地域で自立した日常生活の支援

平成 27 年度からの介護保険制度の改正において、住民に身近な市町村が中心となり、地域の
実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支
えあいの体制づくりを推進し、要支援者等に対する生活支援・介護予防サービスの充実をめざす、
「介護予防・日常生活支援総合事業」が地域支援事業の一つに位置づけられました。

① 多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備
多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備
地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向け、地域資源の把握を行いま
す。また、地域支援事業の包括的支援事業の一つである生活支援・介護予防サービスの基盤整備
事業の活用を通じて、地域住民、ボランティア、NPO、社会福祉法人、民間企業、社会福祉協
議会等の多様な主体による柔軟な取り組みにより、地域における生活支援・介護予防サービスの
充実を図ります。
また、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、それぞれの実施方法や基準を設け、多
様なサービスを提供していきます。
本広域連合においては、平成 29 年 4 月の実施に向け、スムーズな移行が可能で、安定した
サービスが提供できる、より良いサービスの提供の検討を進めています。

② 住民主体の支援活動の推進
本広域連合では、高齢者等地域住民の力を活かした多様な生活支援や介護予防サービスを実現
していくため、希望する高齢者を含めた地域住民に対して、生活支援や介護予防サービスを提供
するボランティアとなるための研修・人材育成の実施など、関係３市とともに推進していきます。
また、参加者が少なくても、元気な高齢者を中心に住民主体の小規模な活動が徐々に形成され
る環境づくりを促進していきます。さらに、住民主体の活動が増加していくことによって、地域
住民同士で支えあう地域力が育まれ、年齢や心身の状況等にかかわらず、生きがい・役割をもっ
て生活できる成熟した地域の実現をめざします。
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③ サービスにアクセスしやすい環境づくり
地域包括支援センターを中心に、地域の生活支援・介護予防サービスの内容、サービスメニュ
ー、手続き方法等の情報提供を行うなど、高齢者がサービスにアクセスしやすい環境整備を進め
ます。

５

見守り体制の整備

高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう、関係３市や地域包括支援センターを中心に、
医療機関や介護サービス事業者、社会福祉協議会、民生委員や地区（校区）福祉委員、老人クラ
ブ、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）等との連携協力のもと、各地域における見守り
体制づくりに取り組むとともに、情報の共有化を図り、対応が必要な事案の「発見」
「相談」
「必
要なサービスへのつなぎ」など、適切な支援に努めます。

６

高齢者の住まいの安定確保

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
どの高齢者向け住まいなどについて情報提供に努め、ライフスタイルに応じた住まいの選択支援
を図るとともに、ケアプランチェック等の支援を行います。

７

災害時における高齢者支援体制の確立

災害対策基本法の改正よる避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付けられたことから、
災害時に援護が必要な高齢者等が安心して避難誘導を行えるよう、関係３市へ必要な情報提供を
行います。また、災害時におけるサービスの提供については今後、介護事業者と調整を図ります。

３．介護予防の推進
１

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、青年期及び壮・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の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、かかりつけの医師、かかりつけの歯科医師、かかりつけ
の薬剤師・薬局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啓発を行います。

２

新しい介護予防事業の推進

① 切れ目のない介護予防の推進
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
機関や、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。
② 予防給付の見直しへの対応
平成 27 年度からの介護保険制度の改正において、予防給付の訪問介護と通所介護は、新しい
介護予防・日常生活支援総合事業に移行されます。本広域連合では、国が策定するガイドライン
等を参考に、介護予防・生活支援サービス事業の実施方法やサービス基準、サービス単価などに
ついて検討を行い、要支援認定者等に必要なサービス及びその提供体制の整備を図り、平成 29
年４月から移行します。
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③ 一般介護予防事業の推進
介護保険制度の改正により、一次予防事業と二次予防事業を区別せずに、地域の実情に応じた
効果的・効率的な介護予防の取り組みを推進する観点から、介護予防・日常生活支援総合事業の
柱の一つにあたる「一般介護予防事業」に見直されることになりました。
高齢者一人ひとりが生きがい・役割を持って地域生活を送ることができるよう、一般介護予防
事業の推進を通じて、より効果的・効率的な介護予防に取り組みます。
事業
介護予防把握事業
介護予防普及啓発事業
地域介護予防活動支援事業
一般介護予防事業評価事業
地域リハビリテーション活
動支援事業

内容
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何
らかの支援を要する人を把握し、介護予防活動へつなげる事業
介護予防活動の普及・啓発を行う事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業
目標に対する達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価
を行う事業
地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、
地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハ
ビリテーション専門職等の関与を促進する事業

④ 高齢者の支援活動への参加促進
高齢者が支援活動に積極的に参加し、社会的役割を持つことは、生活の充実だけでなく、介護
予防にもつながります。そのため、生活支援サービスの担い手として、高齢者が積極的に参加で
きるよう、関係３市と連携を図りながら、参加のきっかけづくりや高齢者が活躍しやすい環境づ
くりに努めます。

３

生活支援と介護予防の推進

一人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ
世帯の増加、また認知症高齢者の増加に
より、地域の特性に合った生活支援サー
ビスや見守り等のサービス提供が、今後、
一層必要となってきます。
そのため、本広域連合では、平成 27
年度から、関係 3 市の市域ごとにくすの
き広域連合協議体を設置し、生活支援コ
ーディネーターを配置し、当面は、地域
に不足しているサービスの創出や担い
手の養成に努めます。また、関係者間の
情報共有とサービス提供主体間の連携
の体制づくりに取り組みます。
なお、協議体は、生活支援コーディネ
ーターをはじめ、地域包括支援センター、
社会福祉協議会などの団体等の関係者で
構成し、地域の実情に応じた高齢者の生
活支援体制の整備について検討を行い、
高齢者の日常生活支援や介護予防の体制
整備などを促進していきます。
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協議体・コーディネーターイメージ

・コーディネーターの組織的な補完
・地域ニーズの把握（アンケート調査やマッピング等の実施）
・情報の見える化の推進
・企画、立案、方針策定
・地域づくり
・情報交換
・地域課題の問題提起
・課題に対する取り組みの具体的協力依頼

４．認知症施策の推進
１

認知症ケアパスの作成

認知症である人やその家族が、地域で安心して暮らせるために、認知症の進行状況に応じた適
切な医療や介護サービスなどの連携の仕組みを整理した「認知症ケアパス」を作成します。
また、「認知症ケアパス」に基づいた適切な対応が継続して行われるよう、認知症ケアに携わ
る多職種間での情報共有や連携を図るとともに、住民に広く周知します。

２

認知症の早期予防、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
認知症は、早く診断し、適切な治療や内服を早い段階から行うことで、症状を改善したり、進
行を遅らせることができます。そのため、軽度のもの忘れや認知症が疑われた段階での早期の相
談や受診の必要性の啓発に努めます。
また、保健師、社会福祉士等複数の専門職及び専門医で構成し、認知症の疑いのある人に対し
ての訪問、アセスメント、家族支援等の早期支援を行う「認知症初期集中支援チーム」を配置す
ることで、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。
さらに、無理なく楽しみながら続けられる認知症予防の方法について、地域包括支援センター
や関係３市で取り組んでいる介護予防教室等を通じて周知し、認知症予防を推進します。

② 認知症の医療連携の推進
認知症である人を支援するためには、医療との適切な連携が不可欠となります。
そのため、認知症にかかる地域医療体制構築の中核的な役割を担う「認知症サポート医」の普
及や、日頃から受診するかかりつけの医師等が認知症に関する正しい知識と理解を持ち、早期段
階で認知症を発見・気づくことができるよう、地域包括支援センターや医師会等と連携を図りな
がら支援に努めます。
また、医療機関と介護サービス事業者、地域の支援機関をつなぐコーディネーター役を担う「認
知症地域支援推進員」を配置し、地域包括支援センターとの連携を図りながら、医療と介護の連
携強化に努め、認知症である人やその家族の支援体制づくりに取り組みます。

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
認知症に対する理解
に対する理解の促進
理解の促進
認知症について理解を深めることは、認知症の早期発見・早期治療・地域での見守り体制の構
築につながります。
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、誰もが認知症に関する正しい知識を持ち、地域等において認知症である人や家族を支援
する認知症サポーター数の増加を図るため、認知症サポーター養成講座と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関係３市に働きかけ、地域
全体で認知症である人を支える体制づくりに努めます。
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② 徘徊見守りネットワークの構築
認知症高齢者の徘徊による行方不明や身元不明者が増加しています。そのため、地域における
認知症高齢者等の見守り体制づくりに向け、地域ケア会議等を活用した認知症施策の共有化を図
りながら、地域包括支援センター等を中心とする見守りネットワーク体制づくりに努めていきま
す。また、地域住民が主体的に取り組むよう、認知症サポーターの養成などによる認知症の正し
い理解や普及・啓発を進めていきます。
さらに、徘徊による行方不明者が発生した時に、行方不明者を早期に発見し、警察や家族への
連絡、本人の保護が迅速に図られるよう、行政機関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ネットワークを関係３
市と連携を図りながら構築します。
また、身元不明者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。

③ 家族への支援体制の構築
介護者が介護や健康の相談ができる地域包括支援センターについて、「広報くすのき」やパン
フレット、ホームページなどの広報媒体や、介護予防教室や様々な講座の機会を活用して周知を
行います。
また、認知症である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。
さらに、認知症である人や家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場である「認知
症カフェ」の普及をめざし、認知症カフェの取り組み事例の紹介など、認知症カフェの立ち上げ
に向けた支援を行います。
加えて、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
認知症高齢者の支援をより的確に進めていくため、認知症高齢者のニーズの把握を踏まえなが
ら、認知症対応型通所介護や認知症共同生活介護など、認知症である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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５．高齢者の尊厳確保のための方策
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、各種パンフレットなどによ
り啓発するとともに、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。
地域住民や事業者等は、虐待が発生した場合、
早期対応により事態の深刻化の防止を図るため、
市への通報義務があることを周知するとともに、
関係３市や地域包括支援センター、民生委員、警
察等によるネットワークを通じた適切な対応に取
り組みます。また、高齢者虐待の実態把握や専門
職の確保に努めるとともに、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、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に向けた支援を
行います。

２

高齢者虐待の対応イメージ

成年後見制度及び日常生活支援事業の推進

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。
また、成年後見制度を利用したくても親族がいない場合や専門職後見人の利用が困難な場合に
対応するため、市民後見人の確保に向けた体制整備や法人後見の導入について、関係３市と連携
を図りながら検討します。
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。

３

高齢者の孤立防止

一人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯が増加する中、人と人のつながりが希薄化し、高齢者
が地域から孤立して生活する状況が増えています。そのため、関係３市や地域包括支援センター、
民生委員、自治会等との連携を深め、地域における見守りに努めます。
また、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」に陥ることが多いため、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ながら、支
援体制づくりに努めます。
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６．介護サービス基盤の充実と質の向上
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。
特に、今後増加が予測される重度の要介護者や認知症高齢者、一人暮らし高齢者等の在宅生活
を支えるサービスとして「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や「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」は重要です。そのため、これらの地域密着
型サービスの普及に努めるとともに、介護支援専門員をはじめとしたサービス事業者や利用者へ
の周知に努めます。
さらに、その他の地域密着型サービスや介護保険施設の整備については、利用状況やニーズ等
を勘案した上で行っていきます。
② 地域密着型通所介護への円滑な移行
介護保険制度の改正により、小規模通所介護については、平成 28 年 4 月までに地域密着型
へ移行することになります。
円滑な移行に向け、地域の実情に応じて運営基準を策定するとともに、「地域密着型サービス
の運営に関する委員会」の開催を通じ、計画的・公正な運営が図られるよう、検討を行います。
③ 居宅介護支援事業所の指定権限の移譲に向けた準備
介護保険制度の改正により、平成 30 年 4 月から居宅介護支援事業所の指定権限が移譲され
るようになり、保険者において介護支援専門員の育成や支援が可能となります。
このことから、今後、保険者がケアマネジメントの質の向上を支援することになることを踏ま
え、ケアマネジメントの理解を深めるとともに、居宅介護支援事業所の指定権限移譲に向けた準
備を進めていきます。

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
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です。
そのため、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。
また、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 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安心・信頼を得るためには、サービスの質の向上を図ることが
重要となるため、くすのき広域連合事業者連絡会と連携を図りながら、取り組んでいきます。
③ 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、介護保険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。
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３

介護従事者に対する支援強化

利用者の状態や生活環境等に応じて、介護保険サービス、在宅医療、様々な社会資源によるイ
ンフォーマルサービスを組み合わせた適切なケアマネジメントを行うためには、介護支援専門員
の資質の向上を図る必要があります。
そのため、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を
中心として、日常的個別指導や相談支援体制の強化を図ります。
さらに、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

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、ボランティアやＮ
ＰＯ等の育成に努め、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。

７．介護保険事業の円滑な運営
１

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・福祉に関する学識経験者によっ
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、研修などを行うとともに、認定調査員の研修を実施するなど、円滑かつ公
平な認定審査会の運営を図ります。

２

苦情処理・情報提供・広報

① 苦情処理体制の充実
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、市民からの苦情又は相談について、公正かつ公平な立場で調査、調整し、又は提言する
ことにより、権利と利益の擁護に努めることを目的とした「介護保険苦情調整委員会」を設置し
ています。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など、情報の共有化を図るこ
とで、問題解決についての認識を深めることにより、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。
さらに、サービス利用者の苦情、要望、意見等の把握のため、「介護保険巡回相談員」を設置
し、介護保険施設や通所施設、居宅等を訪問し、利用者の苦情を未然に防止するための相談に応
じています。
加えて、被保険者自ら、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
に申し立てができます。
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。
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② 情報提供の充実
本広域連合では、ホームページの「介護事業者情報検索ページ」での情報提供を通じて、要支
援・要介護認定者の介護保険サービスの選択支援に取り組んでいます。
平成 27 年度からの介護保険制度の改正では、地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者が
住み慣れた地域での生活を継続するために有益な情報拠点である地域包括支援センターと配食
や見守り等の生活支援の情報について、介護サービスの情報と一体的に集約した上で、広く情報
発信していくことが求められています。
住民に対し、地域包括支援センターや生活支援、介護予防に関する情報を広く発信できるよう、
情報収集に努めます。
また、介護保険をはじめとする各種サービスの利用促進を図るため、介護保険制度の改正内容
も含め、「広報くすのき」やパンフレット、ホームページなどの広報媒体を活用し、住民への情
報提供の充実を図ります。情報提供にあたっては、できる限り分かりやすい表現や拡大文字の使
用や、大阪府作成の点字版、外国語版パンフレットを活用するなど、一人ひとりの状況に応じた
情報提供に努めます。
さらに、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。

③ 各種申請手続きの簡素化
要介護認定をはじめ、各種届け出や申請等については、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
の民生委員や地区（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。

３

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が高まり、利用者に対する適切な介護
サービスの確保及び、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、
「第 3 期大阪府介護給付適正化計画」
（平成 27 年～29 年）における重要事業につ
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。

４

低所得者への支援

今後の更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。
また、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。
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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います。

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６章

介護保険事業の見込みと保険料の設定

■標準給付費
平成 27 年度
総給付費
（一定以上所得者負担の調整後）
特定入所者介護サービス費等給
付額（資産等勘案調整後）

平成 28 年度

平成 29 年度

合計

23,903,699,683 円

25,577,023,755 円

26,809,196,514 円

76,289,919,952 円

652,763,778 円

622,012,190 円

635,040,994 円

1,909,816,962 円

522,883,307 円

557,966,406 円

593,049,505 円

1,673,899,218 円

高額医療合算介護
サービス費等給付額

58,874,176 円

64,624,277 円

70,374,378 円

193,872,831 円

算定対象審査支払手数料

22,195,092 円

23,702,834 円

25,210,576 円

71,108,502 円

482,502 件

515,279 件

548,056 件

1,545,837 件

25,160,416,036 円

26,845,329,462 円

28,132,871,967 円

80,138,617,465 円

高額介護サービス費等給付額

審査支払手数料支払件数

標準給付費見込額（A）

※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。

■地域支援事業

地域支援事業費（B）

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

438,783,000 円

485,693,000 円

982,235,000 円

合計
1,906,711,000 円
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■第６期保険料
平成 27 年４月から公費の投入により、低所得者の保険料が軽減されます。
平成27・28年度

平成29年度

区分
負担割合

第 1 段階

第 2 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の人
・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 万円以下の人

年額保険料

基準額×0.45

負担割合

基準額×0.30
34,430 円

（公費投入後）

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
万円以下の人

基準額×0.7

世帯全員が市民税非課税の人

基準額×0.75

年額保険料

22,960 円
（公費投入後）

基準額×0.45
53,560 円

34,430 円
（公費投入後）

基準額×0.70
第 3 段階

57,390 円

53,560 円
（公費投入後）

第 4 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 万円以下の人

基準額×0.95

72,690 円

基準額×0.95

72,690 円

第 5 段階

被保険者本人が市民税非課税の人

基準額×1.00

76,510 円

基準額×1.00

76,510 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×1.20

91,820 円

基準額×1.20

91,820 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 万円以上の人

基準額×1.30

99,470 円

基準額×1.30

99,470 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 万円以上の人

基準額×1.50

114,770 円

基準額×1.50

114,770 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 290 万円以上の人

基準額×1.60

122,420 円

基準額×1.60

122,420 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 万円以上の人

基準額×1.70

130,070 円

基準額×1.70

130,070 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 万円以上の人

基準額×1.80

137,720 円

基準額×1.80

137,720 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 万円以上の人

基準額×1.90

145,370 円

基準額×1.90

145,370 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 万円以上の人

基準額×2.00

153,020 円

基準額×2.00

153,020 円

※公費投入による低所得者の負担軽減は、平成 27 年 4 月からは第 1 段階の方を対象とし実施され、平成 29 年 4 月からは第 1 段
階から第 3 段階までの方を対象として軽減の完全実施が予定されていますが、平成 27 年 4 月時点では確定しておりません。

くすのき広域連合

【本部】

【守口支所】

【門真支所】

【四條畷支所】
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〒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

