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  （１）高齢者人口（第１号被保険者数）の推計 

将来人口は、住民基本台帳人口を基礎とした人口ピラミッドを用いて、コー

ホート要因法※により推計しています。 

高齢者（６５歳以上）人口は、２０２１年度（令和３年度）の３５,６７４

人（高齢化率３１.２％）から、２０２３年度には３５,６７０人と横ばいです

が、前期高齢者（６５～７４歳）に比べ後期高齢者(７５歳以上)は著しく増加

することが見込まれます。また、２０３０年度には、高齢者人口は減少してい

きますが、団塊ジュニア世代が６５歳以上になる２０４０年度には、再度増加

し、高齢化率は３３.９％になることが予想されます。 

 

（単位：人）

2021年度
（令和３年度）

2022年度 2023年度 2025年度 2030年度 2040年度

総人口 114,390 113,998 113,607 112,823 110,430 104,465

40～64歳 35,645 35,598 35,549 35,454 35,193 31,538

65歳以上 35,674 35,672 35,670 35,665 35,033 35,454

前期高齢者 16,435 15,806 15,174 13,912 12,375 14,493

後期高齢者 19,239 19,866 20,496 21,753 22,658 20,961

高齢化率 31.2% 31.3% 31.4% 31.6% 31.7% 33.9%

第４章 介護等サービスの充実 

  １ 総人口と要介護認定者の推計等 
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  （２）要介護等認定者数（第１号被保険者）の推計 

直近の認定実績等に基づいて将来の性別・年齢階級別の認定率を推計し、被

保険者数の推計を合わせ、要介護等認定者数を推計しています。後期高齢者に

なると要介護状態になるリスクが高まりますが、団塊の世代が後期高齢者とな

る２０２５年度には、後期高齢者の増加と前期高齢者の減少により、要介護等

認定者数と認定率の増加が予想されます。 
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（１）地域支援事業※の目的と介護予防・日常生活支援総合事業 

介護保険法第１１５条の４５に規定する地域支援事業は、被保険者が要介護

状態等となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生

活を営むことができるよう支援することを通じて、地域のつながりを強化する

ことを目的としています。 

また、同条第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合

事業」という。）は、介護事業所が提供する専門的なサービスに加え、生活支

援体制整備事業等により住民主体の支援等の多様なサービスや、一般介護予防

事業の充実を図り、市町村の独自施策や民間企業により提供される生活支援サ

ービスも活用するなど要支援者等の能力を最大限活かしつつ、要支援者等の状

態等に応じたサービスを提供することを目的とした事業で、本市は平成２９年

度から実施しています。 

また、令和３年度からは、総合事業のサービスを利用していた要支援者等が

要介護認定により、介護給付のサービスを利用する場合、市町村が必要と認め

た時に限り総合事業のサービスを継続して利用することが可能となり、総合事

業のサービス単価についても国の定める額を勘案し、市町村が弾力的に定める

ことになりました。 

                   防府市は平成２９年度より総合事業へ移行 

 

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の構成 

同様 

事業に移行 

全市町村で 
実施 

多
様
化 

充
実 

  ２ 介護予防・生活支援サービス事業の強化 
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（２）介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業は、要介護状態等となることの予防又は要

介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の

支援を実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を

支援し、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

ることを目的として実施するものです。要支援認定者等を対象に、介護サービ

ス事業者、ボランティア、地縁組織、ＮＰＯ法人※、民生委員、シルバー人材

センター等、地域における多様な主体を積極的に活用するとともに、公民館、

自治会館、保健センター等、地域の多様な社会資源を積極的に活用しながら実

施します。要支援者等は、生活機能の改善が見込める状態の方が多いため、改

善が見込める方については、積極的に元の生活を取り戻すことを目的としたサ

ービスを提供する必要があります。 

また、要支援者等は、掃除や買物などの生活行為（ＩＡＤＬ）※の一部が難

しくなっているものの、排泄や食事摂取などの身の回りの生活行為（ＡＤＬ）

は自立していることが多いため、支援する側と支援される側という画一的な関

係性ではなく、地域とのつながりを維持しながら、有する能力に応じた柔軟な

支援を受けながら、自立意欲の向上につなげ、要支援者等が自身の能力を最大

限に活かしつつ、効果的かつ効率的なサービスの提供が必要です。 

 

（３）介護予防・生活支援サービス事業の提供体制の改善 

介護予防・生活支援サービス事業の効果的・効率的な提供や、要支援認定者

のサービス利用率の低さ等の本市の課題の解決を目的に、介護等サービスに関

する提供体制については、次の取組を行います。 

 

ア サービスにつなげる体制の強化 

虚弱な高齢者のうち、生活機能の改善が見込める方については、速やかに

支援を行うことで、多くの方が自立した元の生活を取り戻せる可能性がある

にもかかわらず、本市では要支援認定を受けたまま、速やかな支援が行えて

いない状況にありました。 

これを解消するために、令和元年度から次の取組を実施しています。 

 

（ア）高齢者の生活相談窓口機能の強化 

高齢者の生活相談に対して、これまでは、介護サービスの利用を前提に

要介護等認定申請の手続きの案内を中心とした受付を行っていましたが、

相談に来られた方の生活の困りごとの解決に焦点を当てた聞き取りに見直

し、後に行われる訪問アセスメントにつながる情報収集を行います。 
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（イ）生活機能の改善の見込める方への対応 

相談窓口において、心身機能等が一定の状態にある方を除き、改善の見

込める虚弱な高齢者については、要介護等認定申請ではなく、基本チェッ

クリストにより事業対象者と認定し、速やかに支援を開始します。 

その後、必要に応じて要介護等認定申請を行い、すべての相談者が何ら

かの支援が受けられるような体制をとります。 

 

（ウ）リハビリテーション専門職の関与 

事業対象者に対しては、地域包括支援センターの訪問アセスメントにリ

ハビリテーション専門職が同行し、生活のしづらさの解消に向けての提案

や複数の専門職の視点をもとに必要なサービス等を提案するなど、すべて

の要支援者等が幸せます状態を目指せるよう支援します。 

 

 
 

 

イ 元の生活を取り戻す支援の提供 

新規で要支援認定を受けた方や事業対象者については、訪問アセスメント

で明らかになった生活のしづらさの解消を目的に、まずは、総合事業の短期

集中予防型通所サービスを利用し、幸せます状態を目指します。 

その上で、住民主体のサービス・地域資源等を併用することや、短期集中

予防型通所サービス終了後に、必要に応じて、通所サービス等を活用するこ

とで、それぞれの対象者の心身や生活機能の状態に合った形で、幸せます状

態を目指すための支援を行います。 

これにより、要支援認定者等に対する総合事業のサービス提供体系は、幸

せます状態を目指すためのサービス体系と、心身の状況が一定の状態である

ことで、現在の状態を維持することを目指すサービス体系に分かれます。 
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ウ 社会資源の活用による幸せます状態の継続支援 

 

 

総合事業のサービスの利用により幸せます状態を目指す上で、幸せます状

態になった高齢者の心身や生活機能の維持・向上への取組が十分機能しなけ

れば、サービス提供の役割は十分とはいえません。 

ほうふ・てごネっとにより地域等の支援を受けたり、ほうふ・てごネっと

のボランティア等に参加したり、住民主体のサービスや元気アップくらぶを

利用することで、生きがいを持って社会に参加し、活動量を増やすことで状

態の維持・向上を図ることができる体制を整備する必要があります。 

また、高齢者のこれまでの人生を支えてきた家族、友人、趣味・嗜好など

の日常生活に目を向け、これらを活用することで社会参加を促し、活動量を

増やすことを支援の中心にする必要があります。 

これらの活動を継続するためには、幸せます状態になった後の支援が重要
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であることから、地域包括支援センターの専門職がケアマネジメントＢ（イ

ンフォーマルサービスによる支援を行うケアマネジメント[Ｐ７３､７４]に 

掲載）により幸せます状態となった高齢者を支援していきます。 

 

エ 地域全体で介護予防と自立支援を支えるためのチームの形成 

ア～ウの取組を効果的に実施するためには、幸せます状態を目指す支援

や、幸せます状態になった方の状態の維持を支援する医療・介護の専門職が

介護予防・自立支援についての規範的統合や技術・情報を共有し、チームと

して活躍していくことが必要です。 

こうしたチーム形成を目的として、地域の医療・介護専門職を中心に様々

な主体の方が自由に参加し、実際の事例について話し合う「幸せます会議」

（防府市版自立支援型地域ケア会議）を定期的に開催し、地域包括支援セン

ターに配置する自立支援コーディネーター※が中心となり、ケアマネジャー 

の支援等を行っています。 

また、地域包括支援センターに配置する生活支援コーディネーターが推進

する生活支援体制整備事業により、地域の社会資源の情報収集や活用方法の

提案、活動の創出や政策提案を行うことで、自立支援を推進する体制を支え

ていきます。 

 

幸せます会議（防府市版自立支援型地域ケア会議） 
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（４）介護予防・生活支援サービス 

             

 

（ア）訪問型サービス 

①予防給付型（訪問介護相当） 

身体介助が必要な要支援者等の居宅を訪問介護員が訪問し、入浴・排せ

つ・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除等の日常生活上の世話を行います。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                （単位：回/年） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

35,168 33,200 32,772 32,400 30,816 29,304 27,648 

 

②生活補助型（基準緩和サービスＡ） 

専門職によるサービス（身体介助）が不要で、軽易な生活支援が必要と

認められる要支援者等に対するサービスです。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                （単位：回/年） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

1,478 1,528 1,440 2,100 2,700 3,300 3,900 

      

③地域幸せます型サービス（住民主体訪問型サービスＢ） 

身体介助を伴わない軽易な生活援助等を行うボランティアや住民団体

等の活動費を支援する補助制度です。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                （単位：補助団体数） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

  ３ ４ ５ ６ ７ ８ １０ 

 

④短期集中予防型（短期集中予防型サービスＣ） 

       退院後などの一定期間に、リハビリテーション専門職と訪問介護員が、

目標に向け集中的にサービスを提供し、元の生活に戻ることを支援する訪

問サービスですが、本計画期間中に設定を含め検討します。 

 

⑤栄養指導サービス（短期集中予防型サービスＣ） 

栄養改善を目的に栄養士が６か月間に８回程度、指導するサービスです。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                （単位：人/年） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

10 7 12 12 12 12 14 

 

 

 

※令和２年度のサービスの見込みは、新型コロナウイルス感染

症の影響で減少しています。 
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     ⑥移動支援幸せます型（訪問サービスＤ） 

通所型サービス及びそれに準じるサービスへの送迎を、サービスを提供

する主体とは別の主体が行う場合に必要な費用を支援する補助制度です。 

利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                （単位：補助団体数） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

   １    １ 1 2 2 3 3 

 

（イ）通所型サービス 

①予防給付型（通所介護相当） 

介護保険の通所介護と同様のサービスで、デイサービスセンター等に通

い、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を

行います。 

令和３年１月からは、心身の状況等が要支援者等を対象に実施するサー

ビスになりました。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                 （単位：回/年） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

58,397 57,776 52,000 53,153 48,900 44,988 41,388 

 

②生活維持型（基準緩和サービスＡ） 

短期集中予防型通所サービスを利用した要支援者等のうち、引き続き幸

せます状態を目指して利用することが適切と判断される場合に実施する

サービスです。人員基準等を緩和し、積極的に幸せます状態を目指すため

の本市独自のサービスです。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                （単位：回/年） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

2,773 3,708 4,000 6,232 9,920 12,846 17,003 

 

③生活維持型・地域型（基準緩和サービスＡ）例：幸せます健康くらぶ 

地域の既存施設等で要支援者等を対象に実施する生活維持型サービス

と同等のサービスです。  

心身の状態が安定している要支援者等が利用対象となるサービスです。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                （単位：実施地域） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

1 1 1 1 1 1 1 

 

     ④地域幸せます型（住民主体サービスＢ） 

要支援者等が利用する住民主体の運営による「通いの場」において、高

齢者の介護予防、閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業を行うボラ
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ンティアや住民団体等を支援する補助制度です。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                （単位：補助団体） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

- 16 18 ２０ ２３ ２６ ３０ 

 

     ⑤短期集中予防型（短期集中予防サービスＣ） 

疾病等で生活機能が低下した要支援者等に対して、地域リハビリテーシ

ョン活動支援事業による「リハビリテーション専門職の同行訪問アセスメ

ント」（第６章参照）を活用し、保健・医療・介護の専門職が中心となり

「セルフマネジメントの指導」「生活上の困りごとの解決」「サービス終了

後の社会参加への支援」を行うことで幸せます状態を目指す、全国でも先

進的なサービスです。 

本サービスは、総合事業の核となるサービスで、生活機能の改善が見込

めるすべての要支援者等を対象に実施します。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                  （単位：回/年） 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和 5 年度 令和７年度 

短期集中予防型 540 3,600 3,960 4,320 4,320 
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（ウ）生活支援サービス 

①配食サービス 

在宅の高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、「食」の

自立の観点から十分なアセスメントを行った上で、栄養のあるバランスの

とれた食事を提供するとともに、安否の確認等を行うサービスです。 

定期的にサービスの実施状況、利用者の状態等を確認し、必要に応じて

サービスの再調整を行います。     

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）           （単位：人・食/年） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 1,368 1,157 1,200 1,050 1,000 980 

延べ配食数 22,870 19,118 20,000 18,000 16,000 15,000 

 

     ②買い物支援 例：幸せます健康くらぶ 

高齢者の介護予防や閉じこもり予防と買物支援を一体的に行うサービ

スで、地域から大型商業施設までの移動支援と介護予防教室や買物支援を、

地域住民と介護事業所、社会福祉法人、民間企業が協働して開催していま

す。高齢者を支え合う地域づくり活動の一環として実施している本市独自

の生活支援サービスです。 

        利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                  （単位：人/年） 

        平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 276 216 112 225 225 225 



第４章 介護等サービスの充実 

- 73 - 

 

（エ）介護予防支援事業 

①介護予防支援事業について 

介護予防支援事業は、介護予防・生活支援サービスのみを利用する要支援

者等のサービス計画（ケアプラン）を作成し、利用者とサービス提供事業者

との連絡・調整を行う事業です。 

利用するサービスの種類等により、ケアマネジメントＡ（原則的な介護予

防ケアマネジメント）、ケアマネジメントＢ（幸せます状態の要支援者等に

対し、インフォーマルサービスによる支援を行うケアマネジメント）、ケア

マネジメントＣ（初回のみの介護予防ケアマネジメント）があり、地域包括

支援センターが実施します（一部、居宅介護支援事業所への委託を行うこと

があります）。 

介護予防ケアマネジメントについては、高齢者の多様なニーズに対応した

適切なサービス提供の観点から、介護支援専門員※がその役割を効果的に果

たしながら、的確なアセスメントに基づいた質の高いケアマネジメントを実

現できる環境整備を進めることが必要です。 

そのためには、医療をはじめ多分野の専門職の知見や、高齢者が地域との

つながりを保ちながら生活を継続していくためのインフォーマルサービス

も含めた多様な生活支援を盛り込んだケアプランが求められており、こうし

た質の高いケアマネジメントを支援するために幸せます会議の活用や研修

を積極的に行っていきます。 

利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）                   （単位：回/年） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 10,340 10,368 9,600 10,100 10,300 10,500 
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     ②居宅介護支援事業との相違点 

居宅介護支援事業は、要介護の認定を受け、介護給付サービスを利用する

方に対し、利用者の意向や心身の状況等に応じてケアプランを作成するもの

です。 

これに対し介護予防支援事業は、地域支援事業が「被保険者が要介護状態

又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立

した生活を営むことができるよう支援する」（地域支援事業実施要綱）ため

に市が行う事業であることを念頭に、市の事業目的の実現に向けてケアプラ

ンを作成します。 

このため、地域包括支援センター（及び地域包括支援センターから委託を

受ける居宅介護支援事業所）は、市が目指す事業意図を理解した上で、それ

に沿ったケアマネジメントを行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター職員が作成。 
フォーマルサービスなしでも、セルフマネジメントしながら元気に過ごせるための項目を対象者と一緒に
作成する。 
（この手帳を作成することが、フォーマルサービスを使わないという同意形成になる） 
 
この手帳を活用し、セルフマネジメントを行っているかを支援するために、ケアマネジメント Bを設定
し、最長12か月間ケアマネジメント料を請求できる。 
（幸せます状態を目指すためのインセンティブの役割も果たす。） 

介護予防手帳とケアマネジメントＢ 
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   介護保険法第１１５条の４９に規定する保健福祉事業は、第１号被保険者の保険

料を財源として、第１号被保険者等を対象に被保険者が要介護状態となることを予

防する事業や介護方法の指導、その他介護者等の支援のために必要と認められる事

業です。 

   本市では、週１回２時間程度、介護専門職等が実施する介護予防教室や社会参加

活動等を提供する高齢者の通いの場「元気アップくらぶ」を市内１５地域での実施

を目指します。「元気アップくらぶ」は、６５歳以上のすべての高齢者が利用でき

ますが、主に幸せます状態になった要支援者等や元気高齢者の心身や生活機能の維

持を目的としています。 

   また、在宅の寝たきり高齢者や認知症高齢者及びその介護者に対して、紙おむつ

を給付する「在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業」もこの事業で実施します。 

   

       元気アップくらぶ利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）         （単位：延べ人数/年） 

 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数      400  11,700 12,480 13,260 

 

     紙おむつ給付事業利用実績及び見込量（令和２年度は見込み）           （単位：人/年） 

 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付対象数     1,72４  1,804 1,884 1,964 

  ３ 保健福祉事業の実施 
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介護保険制度は、高齢者がその有する能力に応じ自立した生活を営むことができ

るように支援することや、要介護状態等となることの予防又は軽減若しくは悪化の

防止を理念としています。 

要介護認定者の利用するサービスと要支援認定者の利用する一部のサービスは、

介護給付（または介護予防給付）により提供しています。 

本市では、自分らしい生活を営むことを可能とする「高齢者の自立と尊厳を支え

るケア」を確立するために、また認知症の人や高齢者が環境の変化の影響を受けや

すいことに留意するとともに、訪問系サービスを軸とした包括的なサービスの利用

体制の整備や医療と介護の連携の強化などによって在宅限界点を向上させる取組

など、自宅での介護を支えるサービスの整備に重点的に取り組みます。その際、重

度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症の人の増加、働きながら

要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続や負担軽減の必要性及び医療

計画・地域医療構想との整合性を踏まえて取り組みます。 

さらに、施設に入所する場合も、施設での生活を居宅での生活に近いものとし、

高齢者の意思及び自己決定が最大限に尊重されるよう取り組みます。 

 

（１）地域密着型サービス   

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても２４時間３６５日の介

護の安心を提供する身近なサービスです。 

このサービスを利用できるのは、原則として本市の要介護・要支援認定者のみ

です。事業者の参入動向や地域のニーズ等を踏まえ、日常生活圏域ごとのバラン

スを考慮しながら整備します。 

 

（ア）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊

まり」を組み合わせたサービスです。 

                    （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込み数       

 介護給付 148 146 150 155 161 195 

予防給付 12 13 13 13 14 15 

箇所数（定員） 8（194） 8（194） 8（194） 8（194）   

 防府東圏域 2（47） 2（47） 2（47） 2（47） ― ― 

防府西圏域 2（54） 2（54） 2（54） 2（54） ― ― 

防府南圏域 2（58） 2（58） 2（58） 2（58） ― ― 

防府北圏域 2（35） 2（35） 2（35） 2（35） ― ― 

利用実績は、巻末に掲載。令和２年度は見込み。見込み数はひと月、定員数は各年度末の人数。 

  ４ 介護（予防）給付対象サービスの充実 
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（イ）看護小規模多機能型居宅介護 

医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模多機能型居宅介護と訪

問看護とを組み合わせたサービスです。第７期計画期間中に日常生活圏域ご

とに１箇所の整備がされましたが、令和２年８月に西圏域の事業所が廃止と

なったため、新たに１事業所の整備を計画します。 

                      （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込み数       

 介護給付 72 71 84 84 88 109 

箇所数（定員） 3（68） 3（68） 4（97） 4（97）   

 防府東圏域 1（25） 1（25） 1（25） 1（25） ― ― 

防府西圏域 0 0 1（29） 1（29） ― ― 

防府南圏域 1（18） 1（18） 1（18） 1（18） ― ― 

防府北圏域 1（25） 1（25） 1（25） 1（25） ― ― 

    利用実績は、巻末に掲載。令和２年度は見込み。見込み数はひと月、定員数は各年度末の人数。 

 

（ウ）夜間対応型訪問介護 

在宅の要介護者が２４時間安心して生活できるように、定期的に巡回して

行う訪問介護と、利用者からの通報に応じて随時対応する訪問介護を組み合

わせた夜間専用のサービスです。 

本サービスを包含した定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスによる

対応を進めます。 

 

（エ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

在宅の要介護者が、日中・夜間を通じて２４時間安心して生活できるよう

に、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回訪問と、

利用者からの通報に応じて随時対応する訪問介護・看護を組み合わせた包括

的なサービスです。 

現在の状況や事業者の意見等も勘案し、現状維持とします。 

               （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込み数       

 介護給付 1,152 1,224 1,260 1,308 1,296 1,596 

箇所数 ３ ３ ３ ３   

 防府東圏域 ０ ０ ０ ０ ― ― 

 防府西圏域 ０ ０ ０ ０ ― ― 

 防府南圏域 ２ ２ ２ ２ ― ― 

 防府北圏域 １ １ １ １ ― ― 

    利用実績は、巻末に掲載。令和２年度は見込み。 
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（オ）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症のある要介護者等がデイサービスセンターなどに通い、入浴・食事

の提供等、日常生活の世話や機能訓練を受けるサービスです。 

 現在、本市では、このサービス事業所がないため、通常のデイサービスな

どにおいて認知症の要介護者等へのサービスを提供しています    

 

（カ）地域密着型通所介護 

定員１８人以下のデイサービスセンター等に通い、入浴、排せつ、食事等

の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。 

      第８期計画においては、地域密着型通所介護事業所の総量規制を行うこと

とし、中重度者の在宅生活を支えるための中心的役割を担う小規模多機能型

居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、及び看護小規模多機能型居

宅介護のサービスのより一層の普及を目指します。 

                            （単位：箇所・回） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込み数       

 介護給付 58,679 52,914 56,671 56,279 59,420 73,807 

箇所数（定員） 20(301) 20(301) 20 (301)) 20(301))   

 防府東圏域 8(130)   8(130)   8(130)   8(130)   ― ― 

 防府西圏域 4(50) 4(50) 4(50) 4(50) ― ― 

 防府南圏域 4(68) 4(68) 4(68) 4(68) ― ― 

 防府北圏域 4(53) 4(53) 4(53) 4(53) ― ― 

   利用実績は、巻末に掲載。令和２年度は見込み。 

 

（キ）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 

共同生活住居において、認知症高齢者に対し、家庭的な環境と地域住民と

の交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能

訓練を行うもので、利用者の地域での日常生活を支えるサービスです。 

現在の状況や事業者の意見等も勘案し、現状維持とします。 

 （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込み数       

 介護給付 173 197 198 198 215 258 

 予防給付 1 1 1 1 1 1 

箇所数（定員） １4(198) １4(198) １4(198) １4(198)   

 防府東圏域 4(54) 4(54) 4(54) 4(54) ― ― 

 防府西圏域   3(54)   3(54)    3(54)   3(54) ― ― 

 防府南圏域 4(45) 4(45) 4(45) 4(45) ― ― 

 防府北圏域   3(45)    3(45)    3(45)    3(45) ― ― 

利用実績は、巻末に掲載。令和２年度は見込み 。見込み数はひと月、定員数は各年度末の人数。 
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（ク）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員２９人以下の特別養護老人ホームにおいて、入所者に対し、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話等を行う施設で、入所者の日

常生活を支えるサービスです。 

現在の状況や事業者の意見等も勘案し、現状維持とします。 

                    （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込み数       

 介護給付 145 145 145 145 163 203 

箇所数（定員） 5(145) 5(145) 5(145) 5(145)   

 防府東圏域 1（29） 1（29） 1（29） 1（29） ― ― 

 防府西圏域 2（58） 2（58） 2（58） 2（58） ― ― 

 防府南圏域 1（29） 1（29） 1（29） 1（29） ― ― 

 防府北圏域 1（29） 1（29） 1（29） 1（29） ― ― 

    利用実績は、巻末に掲載。令和２年度は見込み。見込み数はひと月、定員数は各年度末の人数。 

 

（ケ）地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員２９人以下の有料老人ホーム等において、入居者に対して、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うもので、

入居者の日常生活を支えるサービスです。 

 現在、本市では、このサービス事業所がないため、特定施設入居者生活介           

護事業所においてサービスを提供しています。 
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（２）居宅サービス等 

 

① 年間のサービス見込量（令和２年度は見込み。）  利用実績は巻末に掲載 

居宅サービス 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和 7 年度 令和 22 年度 

訪問介護 回 326,792 345,167 351,532 366,710 361,496 441,678 

訪問入浴介護 回 2,316 2,690 2,846 3,058 2,840 3,577 

〃  （介護予防） 回 0 0 0 0 0 0 

訪問看護 回 37,204 39,409 37,711 39,126 40,049 48,349 

〃  （介護予防） 回 4,549 4,771 4,834 4,946 5,110 5,585 

訪問リハビリテーション 人 684 816 852 888 864 1,056 

〃  （介護予防） 人 120 144 144 144 156 168 

通所介護 回 243,012 256,615 257,170 265,338 274,188 326,107 

通所リハビリテーション 回 35,030 39,121 40,404 41,887 42,299 50,675 

〃  （介護予防） 人 972 1,056 1,080 1,092 1,140 1,236 

短期入所生活介護 日 35,300 37,676 39,103 40,745 40,638 49,545 

〃  （介護予防） 日 774 828 828 828 948 948 

短期入所療養介護 日 1,567 1,895 1,895 2,056 2,156 2,603 

〃  （介護予防） 日 0 0 0 0 0 0 

居宅療養管理指導 人 4,620 5,112 5,304 5,532 5,520 6,696 

〃  （介護予防） 人 360 348 372 372 384 420 

福祉用具貸与 人 24,444 24,876 25,752 26,700 27,000 32,472 

〃  （介護予防） 人 8,856 9,120 9,300 9,480 9,840 10,668 

福祉用具購入 人 360 312 312 312 336 396 

〃  （介護予防） 人 108 84 96 96 96 96 

住宅改修 人 276 228 240 240 240 300 

〃  （介護予防） 人 180 180 180 180 180 204 

居宅介護支援 人 34,368 35,220 36,360 37,596 38,304 45,648 

介護予防支援 人 9,948 10,404 10,620 10,812 11,220 12,168 
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居宅サービスの内容

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

福祉用具購入

住宅改修

居宅介護支援

介護予防支援

入浴や排せつに必要な福祉用具（シャワーチェアー、腰掛け便座等）を購入した場
合に福祉用具購入費を支給します。

手すりの取付けや段差解消等の住宅改修を行った場合に住宅改修費を支給しま
す。

要介護等認定者の意向や心身の状況等に応じて、サービス計画（ケアプラン）を
作成し、利用者とサービス提供事業者との連絡・調整を行います。

定員19人以上のデイサービスセンター等に通い、入浴、排せつ、食事等の介護そ
の他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。

介護老人保健施設や病院等に通い、心身の機能の維持回復を図り、可能な限り
自立した日常生活を送るために必要なリハビリテーションを行います。

介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常
生活上の世話や機能訓練を行います。

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、看護、医学的管理
の下に介護や機能訓練等を行います。

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、歩行器等を貸与します。

訪問介護員などが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護や調理・洗濯・掃除
等の日常生活上の世話を行います。

介護職員・看護職員が入浴困難な寝たきりの高齢者等の家庭を訪問し、浴槽を提
供して入浴の介助を行います。

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が居宅を訪問し、主治医の指示
に基づき、療養上の世話または必要な診療の補助を行います。

理学療法士、作業療法士等が居宅を訪問し、心身機能の維持回復を図り、日常
生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。
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②居宅介護支援・介護予防支援について 

ケアマネジメントについては、高齢者の多様なニーズに対応した適切なサービ

ス提供の観点から、介護支援専門員がその役割を効果的に果たしながら質の高い

ケアマネジメントを実現できるよう、医療をはじめとする多分野の専門職の知見

や、民間サービスも含むインフォーマルサービスなども含めた多様な生活支援が

包括的に提供される必要があります。質の高いケアマネジメントを支援するため

に、幸せます会議の活用や研修の機会を確保していきます。 

 

（３）介護保険施設・居住系サービス 

介護保険施設・居住系サービスについては、山口・防府圏域の利用実績や待

機者調査等に基づいて整備します。 

 

（ア）介護老人福祉施設 

定員３０人以上の特別養護老人ホームにおいて、入所者に対し、食事、入

浴、排せつ等の介護その他の日常生活上の世話等を行う施設で、入所者の日

常生活を支えるサービスです。 

現在の状況や事業者の意見等も勘案し、現状維持とします。       

見込量（令和２年度は見込み）                           （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込者数 397 400 396 396 437 539 

箇所数（定員） 5 (412) 5 (412) 5 (412) 5 (412) ― ― 

利用実績は、巻末に掲載。見込者数はひと月、定員数は各年度末の人数。 

 

（イ）介護老人保健施設 

病状が安定期にある入所者に対し、看護、医学的管理の下における介護や

機能訓練等を行う施設で、入所者の在宅復帰を目指すサービスです。 

現在の状況や事業者の意見等も勘案し、現状維持とします。 

見込量（令和２年度は見込み）                          （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込者数 358 360 360 360 399 485 

箇所数（定員） 4 (358) 4 (358) 4 (358) 4 (358) ― ― 

利用実績は、巻末に掲載。見込者数はひと月、定員数は各年度末の人数。 

利用実績には市外施設の利用者が含まれるため、利用実績及び見込者数が定員数を上回る。 

（ウ）介護療養型医療施設 

病状安定期にある長期療養患者に対し、療養上の管理や看護、医学的管理

下における介護や機能訓練等を行う施設で、入所者の療養生活を支えるサー

ビスです。 

２０２４年３月末で廃止される予定ですが、当計画期間は、サービスの継
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続のため、現状維持とします。 

見込量（令和２年度は見込み）                           （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込者数 31 35 31 25   

箇所数（定員） 1 (50) 1 (50) 1 (50) 1 (50) ― ― 

利用実績は、巻末に掲載。見込者数はひと月、定員数は各年度末の人数。 

 

（エ）介護医療院 

医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場と

しての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられるサービスです。 

本市では、２０２０年１月からこのサービスを行う施設が新設されました。 

見込量（令和２年度は見込み）                           （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

見込者数 100 96 96 96 148 182 

箇所数（定員） 1 (96) 1 (96) 1 (96) 1 (96) ― ― 

見込者数はひと月、定員数は各年度末の人数。 

      市外施設の利用者が含まれるため、見込者数が定員数を上回る。 

 

（オ）特定施設入居者生活介護 

定員３０人以上の有料老人ホーム等において、入居者に対して、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うもので、

入居者の日常生活を支えるサービスです。 

現在の状況や事業者の意見等も勘案し、現状維持とします。 

見込量（令和２年度は見込み）                            （単位：箇所・人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和 7 年度 令和 22 年度 

見込み数       

 介護給付 53 59 62 64 67 80 

 予防給付 6 5 5 5 5 6 

箇所数（定員） 1 (50) 1 (50) 1 (50) 1 (50) ― ― 

 介護専用型        

 混合型 1 (50) 1 (50) 1 (50) 1 (50) ― ― 

   利用実績は、巻末に掲載。令和２年度は見込み。見込み数はひと月、定員数は各年度末の人数。 

市外施設の利用者が含まれるため、見込者数が定員数を上回る。 

 

（４）リハビリテーション提供体制について  

要介護（要支援）者へのリハビリテーションは、単なる心身機能等の向上のた

めの機能回復訓練のみでなく、潜在する能力を最大限に発揮させ、活動能力を高

めて家庭や社会への参加を可能にし、自立を促すことが大変重要です。 

そのため、リハビリテーションを必要とする各場面に応じて、医療保険で実施

する急性期・回復期のリハビリテーションから、介護保険で実施する生活期リハ

ビリテーションなどへの切れ目のないサービス提供体制の構築に努めます。 
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（１）介護保険施設及び介護専用型の居住系サービス（介護保険適用）

2021年度
（R3年度）

2022年度 2023年度

整備定員数 - - - -
年度末定員数 1,061 1,061 1,061 1,061
整備定員数 - - - -
年度末定員数 412 412 412 412
整備定員数 - - - -
年度末定員数 145 145 145 145
整備定員数 - - - -
年度末定員数 358 358 358 358
整備定員数 - - - -
年度末定員数 96 96 96 96
整備定員数 - - - -
年度末定員数 50 50 50 50
整備定員数 - -
年度末定員数 198 198 198 198
整備定員数 - - - -
年度末定員数 198 198 198 198
整備定員数 - - - -
年度末定員数

整備定員数 - - - -
年度末定員数 1,259 1,259 1,259 1,259

（２）介護専用型以外の特定施設（介護保険適用）

2021年度
（R3年度）

2022年度 2023年度

整備定員数 - - - -
年度末定員数 50 50 50 50

（参考）老人福祉施設等（介護保険適用外）

年度末定員数

年度末戸数

介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

ケアハウス

介護老人福祉施設（地域密着型）

※　介護専用型は、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定めるものに限られ、

　　混合型はそれ以外の方も入居可能。

合 計

介護専用型以外の特定施設（混合型）

2020年度

（R2年度）

介護医療院

50

100

50

区分

年度末定員数

年度末定員数

年度末定員数

777

サービス付高齢者向け住宅 157

有料老人ホーム

計画期間中の整備目標

計画期間中の整備目標

2020年度

（R2年度）

2020年度

（R2年度）

介護専用型特定施設

（地域密着型特定施設）

区 分

介護老人保健施設

介護専用型の居住系サービス

区 分

介護保険施設

認知症高齢者グループホーム

介護老人福祉施設（広域型）

＜施設整備計画（平成３０～３２年度）＞＜施設整備計画（2021年度～2023年度）＞
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団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年度や、団塊ジュニア世代が６５歳以上

となり高齢者数がピークを迎える２０４０年度を見据え、引き続き、高齢者の自立

した生活を支援し、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減・悪化の

防止といった介護保険制度の理念を堅持し、質が高く必要なサービスを提供してい

くためには、財源と人材をより重点的・効率的に活用する必要があります。 

高齢者が質の高いサービスを利用できる環境整備を進めるため、介護事業所に対

する支援、介護人材のスキルアップ、介護給付等に要する費用の適正化の推進など

により、事業の生産性の向上に努めます。 

 

（１）保険者機能強化推進交付金及び制度の活用とＰＤＣＡプロセスの推進 

保険者機能強化推進交付金制度は、第２章３８ページに示していますが、本制

度の活用とＰＤＣＡプロセスの推進については、同ページに挙げた未達成の評価

項目の実施及び検討を本計画期間中に重点的に行うこととします。 

また、この交付金は、市町村の自立支援・重度化防止等の取組支援を目的とし

ていることから、地域支援事業や保健福祉事業等により、この目的を達成するた

めの事業を積極的に行っていくこととしています。 

 

（２）介護サービス等の円滑な提供と介護給付費等に要する費用の適正化 

 

ア 利用者主体の体制づくり 

利用者の選択により適切なサービスを利用できるよう、地域包括支援センタ    

ーとの連携等により、「サービス情報の公表」制度の推進や情報提供、相談、    

苦情の解決等の体制整備を図ります。 

 

（ア）相談及び苦情処理体制の充実 

介護保険制度等に対する疑問や利用相談については、相談内容に応じて、

高齢福祉課、地域包括支援センター、介護保険施設や居宅介護支援事業所に

おいて対応していきます。 

      特に、地域包括支援センターにおいては、高齢者の総合相談等を実施して     

いくとともに、必要な情報を提供するなど、多面的な支援に努めます。 

 

（イ）認定に対する不服 

介護保険制度の円滑な運営にとって、要介護等認定が遅滞なく公平・公正

に行われることは不可欠であり、利用者保護の観点から、市が行った認定に

  ５ 制度の安定的な運営に向けた取組の強化 
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対する不服申立てについては、県の介護保険審査会へ審査請求できること等、

十分な説明を行い、申請者の権利の保障に努めます。 

 

（ウ）介護サービス等に対する苦情 

利用した介護サービス等に苦情がある場合は、ケアプランを作成した介護

支援専門員や介護サービス提供事業者に対し、調査等を行い、問題解決に努

めます。 

また、解決が困難な相談や広域的・専門的な相談については、県や山口県

国民健康保険団体連合会と協議し、解決にあたるなど、関係機関が相互に連

携し、適切に対応します。 

 

イ 地域包括支援センター運営協議会 

地域包括支援センターの中立性及び公正な運営を確保するため、被保険者代 

表、保健・医療・福祉関係者、学識経験者、介護サービス提供事業者等で構成

する地域包括支援センター運営協議会を設置しています。 

運営協議会では、「センターの設置等に関すること」、「センターの運営 

   に関すること」、「センター職員の確保に関すること」及び「その他地域包括ケ

アに関すること」を所管します。この運営協議会の議論を踏まえ、毎年度、地

域包括支援センターの運営方針、支援等の内容を改善します。 

 

ウ 介護事業者との連携強化によるサービスの向上 

福祉・介護へのニーズが多様化・高度化する中、支援を必要とする高齢者等 

のニーズを把握し、質の高いサービスを的確に提供する体制を整備するため、

介護事業所等との情報共有や連携強化に取り組みます。 

（ア）利用者からの相談や苦情について、迅速に事業者に連絡し、改善に向け

た指導・助言を行います。 

（イ）実地指導や集団指導等により、適切な介護保険事業運営の確保を図りま

す。 

（ウ）介護保険制度の改正や本市の事業方針等の共有を目的とした研修会の定

期的な開催や情報共有体制の整備により連携を強化することで、高齢者や

その家族等のニーズにあった質の高いサービス提供の確保を図ります。 

 

エ 介護給付等に要する費用の適正化 

介護給付の適正化を図り、利用者に対する適切な介護サービスの確保とその

結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高めます。 

「防府市介護給付適正化事業実施計画」に基づき、介護を必要とする受給者を
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適正に認定し、真に必要とされるサービスが事業者から適切に提供されるよう、

介護給付等の適正化に取り組みます。 

      第５期防府市介護給付適正化事業実施計画は巻末に掲載 

 

（３）福祉用具と住宅改修の効果的又は適正な利用に関する取組 

福祉用具の購入や貸与、住宅改修に関して、効果的な利用や適正な利用を促

進することを目的に、高齢者の自立支援について、個別のケースを検討する幸

せます会議（防府市版自立支援型地域ケア会議）に福祉用具等のケースを提供

し、インターネット等を介して共有し、リハビリテーション専門職をはじめと

する医療・介護専門職の意見を聴取する仕組みづくりや、ホームページ等を活

用し、これらの内容を医療・介護専門職間で共有することや、必要に応じて研

修会を実施します。 

 

（４）データ利活用の推進 

医療情報等の活用により地域の状況を把握し、地域包括支援センター等に情

報提供を行い、地域単位で介護予防の意識醸成を図ることが必要です。 

また、虚弱な高齢者個人に対して積極的にアプローチし、総合事業や保健福

祉事業をはじめ地域の様々なサービス等の活用により、介護リスク軽減を図る

取組について検討していきます。こうした取組は、保健事業と介護予防の一体

的な実施の中でも推進していくことを想定しており、その際、データの活用に

おいて個人情報の取扱いに十分配慮するよう努めます。 

 

（５）災害・感染症対策に係る体制整備 

近年、頻発する災害の発生や新型コロナウイルス等の感染症の流行を踏まえ、

高齢者の安全を守るため、市は、介護事業所等と連携し防災や感染症対策の取

組を進めることが重要です。平常時から、介護事業所等に対して、防災や感染

症対策について周知啓発や研修、訓練等の実施ができるよう支援に努めます。 

また、市の関係部局と連携し、介護事業所においても災害や感染症発生時に

必要な食料、飲料水、消毒液等の衛生材料、生活必需品、燃料その他の物資の

備蓄、調達状況など日頃の備えについて確認を行います。 

さらに、ＩＣＴ※を活用した会議等による業務のオンライン化を推進し、災

害・感染症対策が図れるよう国、県からの情報について積極的に発信していき

ます。 

このほか、災害及び感染症発生時において、サービスが継続できるよう県と

連携し事業所間の応援体制や人材確保が図れるよう努めます。 
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（６）介護人材確保及び資質向上並びに業務の効率化に向けた取組 

  ア 福祉人材の養成と確保 

安定的かつ良質なサービスの提供のためには、訪問介護員、看護師、介護

支援専門員等の居宅サービスを担う職員や介護保険施設の職員など、サービ

スを支える人材の養成や確保が重要となります。 

実習生や職場体験等の受入れや地域貢献活動への参加を促すことや、小中

学生や高校生等に対するアプローチを行うことで将来の福祉を担う人材を

積極的に養成するとともに、国・県や他の部局と連携を取りながら、サービ

ス事業者との協働により、介護人材に関する実情の調査を行い、これに基づ

いて介護職への就職・転職希望者の受け入れ態勢について、実効的な取組を

検討・実施することで、サービス事業者の計画的な人材の確保を促進します。 

 

イ 福祉人材の資質の向上 

職員の定着支援と資質向上については、県との役割分担により、各種団体・ 

事業者等と連携を図りながら、各種研修等により支援します。 

特に、高齢者支援の要となる介護支援専門員に対しては、より専門性を高

める必要があります。 

幸せます会議が担う自立支援に関するケーススタディにおいて、インフォ

ーマルサービスの活用方法について支援することや、医療・介護専門職等と

の連携体制の強化により実務のスキルアップを図ります。また、その他の研

修等の機会の確保も積極的に行い、資質の向上に努めます。 

 

   ウ 福祉人材の定着支援と魅力ある福祉職場づくり 

平成３１年１月に市内の介護事業所を対象に実施した「介護等サービス供

給量及び介護人材等に関する調査」によると、介護事業所は介護人材不足の

要因を高齢者の増加や高齢者の介護ニーズの増加といった社会構造ではな

く、賃金の安さや離職率の高さといった処遇や介護職のイメージが良くない

ことに原因があると考えています。福祉の業務に安心して従事できるよう、

国や県とともに、福祉・介護のイメージアップに努めるなど、総合的な取組

により魅力ある福祉・介護の職場づくりを推進する必要がありますが、具体

的には次のような取組を検討していきます。 

 

（ア）福祉の仕事についての市民への啓発 

介護現場で働いている介護職からの生の声を広く市民に知ってもらい、介

護について理解や関心を持ってもらえるよう市広報やホームページを利用

して啓発を行います。また、介護現場で頑張っている職員に対しての表彰制
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度についても検討をしていきます。 

 

（イ） 業務仕分けによる生産性の向上への取組支援 

 魅力ある福祉現場づくりのためには、限られた介護人材によって効率的に 

事業運営を行い、事業の生産性を上げることから始める必要があります。 

まず、事務の軽減に向けては、提出すべき書類等の見直し等を検討する必 

要があります。これは総合事業については本市が主導で実施できることから、

総合事業のサービスを主に提供している事業所にとっては早期に実現でき

る取組であると考えています。 

こうした取組を行うためには、事業所との意見交換の場を積極的に作り、 

また介護現場の生産性向上の取組に関する先進事例の導入等を検討してい

くなど、積極的に実施していく必要があると考えています。 

          

出典：日本商工会議所「人手不足等への対応に関する調査」平成 29年 7月 
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（ウ）人手不足の時代に対応した新事業への積極的な関与 

現在、全国的に広がりを見せている就労型デイサービス（デイサービス利 

用者が自身の可能な活動により就労やボランティア活動を行い社会参加す

るもの）と、市内全域に整備する高齢者の通いの場「元気アップくらぶ」や、

高齢者の困りごとを地域住民等によって解決する仕組みである「ほうふ・て

ごネっと」との協働は、「支えられる側だけでなく支える側にもなる」とい

う地域共生社会の理念に基づいており、この協働による取組が新しい福祉の

形の基礎になると同時に、介護人材の効率的な配置につながり、さらには先

進的な取組による成果が介護職にとってのやりがいにつながると考えてい

ます。 

また、ロボット・センサー・ＩＣＴ の活用による事業の省力化について 

の国、県からの情報についても積極的に発信していきます。 

 

（エ）職員の処遇改善 

職員の処遇改善については、制度等の動向や先進事例等を注視し、特に総

合事業のサービス開発や単価の設定において、処遇改善に資する施策を積極

的に検討します。 

 

エ 介護支援専門員の資質向上支援と連携強化 

  介護支援専門員の質の向上と連携強化を目的に次の取組を実施します。 

 

（ア）ケアマネジメント能力の向上を目的とした研修・情報共有 

・介護保険制度の改正や本市の事業方針及び実施状況 

・ケアプランの点検等、ケアマネジメントの適正化事業に関すること 

 

（イ）介護予防・自立支援、相談体制、処遇困難ケースへの対応支援 

  これらに関する対応は、以下の項目についてケーススタディとして実施す

る幸せます会議（防府市版自立支援型地域ケア会議）や、困難事例の具体的

な解決を検討する個別地域ケア会議等を活用して支援します。 

・自立支援・介護予防を目指すケアマネジメントやアセスメントの向上 

・インフォーマルサービスや地域資源の活用方法の提供 

・必要な地域資源情報や地域に必要な資源に関する提案機会の提供 

・地域課題の把握 

・医療・介護専門職の連携体制の構築と専門職間の技術移転 

・複数のサービスの効果的な組み合わせとその一体的な提供による在宅限

界点の向上 
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  ６ 保険給付費総額等と第１号被保険者の保険料基準額 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

（１）保険給付費総額と第１号被保険者保険料基準額   

 

※令和２年度は見込み。令和３年度以降は推計値。 

 

（２）主な介護給付費及び地域支援事業費の推計 

 計画期間の主な介護保険サービスの見込量及び給付費は、地域密着型サービ

ス・在宅サービスの伸びを見込んでいます。 

 

   

※令和２年度は見込み。令和３年度以降は推計値。 
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4,872 4,816 4,900 5,080
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（百万円）

地域支援事業

地域密着型サービス

居宅サービス

施設サービス

10 ,832
11 ,010

11 ,210

10 ,724
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  （３）介護保険事業に係る給付費の財源のしくみ 

介護サービスに係る介護給付費等は、保険料（５０％）と国・県・市の公費

（５０％）で賄います。 

介護保険事業計画期間の保険料の負担割合は、第１号被保険者（６５歳以上）

が２３％、第２号被保険者（４０～６５歳未満）は２７％となります。 

   

  

 

 

 

 

 

 

【介護保険事業財源構成】

保険給付費

居宅給付費
（施設等給付費以外）

1号保険料

23％
県

12.5％

調

交

5％

施設等給付費
（介護保険３施設、介護医療院、特
定施設に係る給付費）

1号保険料

23％
国
15％

調

交

5％

地域支援事業費

介護予防・
日常生活支援総合事業費
（介護予防・生活支援サービス事業費）

（一般介護予防費）

1号保険料

23％
県

12.5％

調

交

5％

包括的支援事業
任意事業費

1号保険料

23％
市

19.25％

保健福祉事業

保健福祉事業

※調交・・・調整交付金（国）

2号保険料
27％

市
12.5％

国
20％

1号保険料　100％

2号保険料
27％

市
12.5％

県
17.5％

2号保険料
27％

市
12.5％

国
20％

県
19.25％

国
38.5％
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（４）保険料の段階設定       

国の指針・低所得者層の保険料上昇幅の抑制などを考慮し、国の標準段階を

細分化しています。 

 

《第１号被保険者の保険料の段階設定》       

 

 

合計所得金額＋課税

年金収入≦８０万円

合計所得金額＋課税

年金収入≦８０万円

２
合計所得金額＋課税

年金収入≦１２０万円

基準額
×0.75

基準額
×0.72

２
合計所得金額＋課税

年金収入≦１２０万円

基準額
×0.75

基準額
×0.72

３
合計所得金額＋課税

年金収入＞１２０万円

基準額
×0.75

基準額
×0.75

３
合計所得金額＋課税

年金収入＞１２０万円

基準額
×0.75

基準額
×0.75

４
基準額
×0.9

基準額
×0.9

４
基準額
×0.9

基準額
×0.9

５
基準額
×1.0

基準額
×1.0

５
基準額
×1.0

基準額
×1.0

６
本人の合計所得金額が
１２０万円未満

基準額
×1.2

基準額
×1.15

６
本人の合計所得金額が
１２０万円未満

基準額
×1.2

基準額
×1.15

７
本人の合計所得金額が
２００万円未満

基準額
×1.3

基準額
×1.25

７
本人の合計所得金額が
２１０万円未満

基準額
×1.3

基準額
×1.25

８
本人の合計所得金額が
３００万円未満

基準額
×1.5

基準額
×1.5

８
本人の合計所得金額が
３２０万円未満

基準額
×1.5

基準額
×1.5

９
本人の合計所得金額が
４００万円未満

基準額
×1.7

９
本人の合計所得金額が
４００万円未満

基準額
×1.7

１０
本人の合計所得金額が

６００万円未満

基準額
×1.8

１０
本人の合計所得金額が

５００万円未満

基準額
×1.8

１１
本人の合計所得金額が

６００万円以上

基準額
×2.0

１１
本人の合計所得金額が

７５０万円未満

基準額
×2.0

12 12
本人の合計所得金額が

７５０万円以上

基準額
×2.15

第７期(３０～３２年度）

算定式

基準額
×0.5

本人が
市民税課税

基準額
×1.7

所得
段階

第８期(３～５年度）

算定式

市民税課税世帯で
本人が市民税非課税

市民税課税世帯で
本人が市民税非課税

本人が
市民税課税

基準額
×1.7

本人が
市民税非課税
（市民税非課税

世帯）

本人が
市民税非課税
（市民税非課税

世帯）

市民税課税世帯で

本人が市民税非課税かつ
合計所得金額＋課税年金収入≦８０万円

市民税課税世帯で

本人が市民税非課税かつ
合計所得金額＋課税年金収入≦８０万円

基準額
×0.5

１

①生活保護受給者
②市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金

受給者

基準額
×0.5

１

①生活保護受給者
②市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金

受給者

基準額
×0.5

所得
段階

対象者
国基準
保険料率

対象者
国基準
保険料率
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算定式 ①月額 ②年額

合計所得金額＋課税年金収入≦８０万円

２ 合計所得金額＋課税年金収入≦１２０万円
基準額
×0.72 4,161 49,930

３ 合計所得金額＋課税年金収入＞１２０万円
基準額
×0.75 4,334 52,010

４
基準額
×0.9 5,201 62,410

５
基準額
×1.0 5,779 69,350

６ 本人の合計所得金額が１２０万円未満
基準額
×1.15 6,646 79,750

７ 本人の合計所得金額が２１０万円未満
基準額
×1.25 7,223 86,680

８ 本人の合計所得金額が３２０万円未満
基準額
×1.5 8,668 104,020

９ 本人の合計所得金額が４００万円未満
基準額
×1.7 9,824 117,890

１０ 本人の合計所得金額が５００万円未満
基準額
×1.8 10,403 124,830

１１ 本人の合計所得金額が７５０万円未満
基準額
×2.0 11,558 138,700

12 本人の合計所得金額が７５０万円以上
基準額
×2.15 12,425 149,100

市民税課税世帯で本人が市民税非課税

本人が
市民税課税

市民税課税世帯で本人が市民税非課税かつ
合計所得金額＋課税年金収入≦８０万円

34,670１

①生活保護受給者
②市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者

基準額
×0.5 2,889

本人が
市民税非課税
（市民税非課税世帯）

所得
段階

対象者

第８期(３～５年度）
保険料　(円)

（５）第１号被保険者の保険料基準額    

 令和３年度から３年間の介護保険給付費総額等を推計し、その介護保険給付

費総額等から算出された保険料は、５，７７９円です。 

 

 

 

    

第１号被保険者の保険料 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

第７期（Ｈ30～Ｒ2年度）の 

保険料基準月額 5,779円 

第８期（Ｒ3～5年度）の 

保険料基準月額 5,779円 

〔課税年金収入〕 

老齢年金等の収入（遺族、障害年金等の非課税年金以外） 

 

〔合計所得金額〕 

 実際の収入ではなく、地方税法で定められた「合計所得金額」のことです。 

 年金所得（年金収入から公的年金控除を引いた後の金額）、給与所得（給与収入から

一定額の控除額を引いた後の金額）、事業所得（必要経費を控除した後の金額）等の合

計額で、配偶者、扶養、医療費、生命保険料などの所得控除を引く前の金額になります。 

 なお、第８期より、合計所得金額については、平成３０年度税制改正による介護保険

料負担増となる影響を遮断するため、給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれ

ている場合に、当該給与所得又は公的年金等所得の合計額から１０万円が控除されま

す。（控除後の額が０円を下回る場合は、合計所得金額を０円とします。） 
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（６）低所得者の負担軽減対策 

介護保険制度では、すべての被保険者が保険料を負担します。サービスを利

用する場合は、利用料を支払うこととなりますが、本市は、低所得者等に配慮

し、以下の負担軽減策等を実施しています。 

 

ア 保険料の減免措置 

①災害減免 

第１号被保険者又は生計を維持している方の居住する家屋等が、災害により

損害を受けた場合に負担軽減を図ります。 

 

    ②所得激減減免 

第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の死亡、長期入院

や失業等により収入が著しく減少した場合に負担軽減を図ります。 

 

イ 保険料の軽減措置 

平成２７年度から公費を投入して低所得者の保険料を軽減する仕組みが設

けられました。 

令和３年度～５年度も保険料の軽減措置が継続され、低所得者の保険料につ

いて、負担軽減を図ります。 

 

 

ウ 利用者負担の軽減措置等 

    ①高額介護（予防）サービス費 

利用者及び世帯の所得または課税状況により、利用料が過重なものとならな

いように世帯での月単位の負担に上限を設け、上限を超える額について給付す

ることにより、負担軽減を図ります。 

 

    ②高額医療合算介護（予防）サービス費 

利用者及び世帯の所得または課税状況により、介護サービス利用料と医療費

の自己負担が高額になった場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担の合算

額に上限を設け、上限を超える額について給付することにより負担軽減を図り

ます。 

 

③特定入所者介護（予防）サービス費 

利用者及び世帯の所得または課税状況により、１日の食費・居住費の利用者

負担額に上限を設け、上限を超える額について給付することにより、負担軽減
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を図ります。 

 

④社会福祉法人による利用者負担軽減制度 

社会福祉法人が提供する特定のサービスを利用し、低所得で生計が特に困難

な人に対して、利用料[施設サービス費、食費及び居住費（滞在費）]を一定額

減額します。 

 

⑤境界層該当者への対応 

本来適用されるべき施設の居住費（滞在費）・食費や高額介護サービス費等

の基準等を適用すれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用

すれば生活保護を必要としない状態になる場合には、その負担の低い基準を適

用します。 

 

⑥旧措置入所者への対応  

平成１２年３月３１日以前に特別養護老人ホームに入所していた方（旧措置

入所者）については、平成１７年１０月からの居住費・食費に関する見直し後

も、低所得で生計が特に困難な人に対して、措置されていた時の費用徴収額を

上回らないように負担が軽減されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年（２０２５年）の介護保険の費用について 

 

団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）の介護保険に要す

る費用を高齢者数や認定者数を用いて推計すると、次のようになります。 

 

標準給付見込額 約１１５億円 

地域支援事業費 約  ７億円 

保険料基準額（標準段階） 
年額７６，９９０円 

月額 ６，４１６円 

 


