
  

  

  

  

西西郷郷村村高高齢齢者者福福祉祉計計画画 A  

第第５５期期介護保険事業計画 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

平平成成  ２２４４  年年  33  月月  

  西西  郷郷  村村  
（共同調査研究機関：(財)ふくしま自治研修センター） 



あ  い さ  つ 

                                                      

現在、我が国におきましては、世界的にも例を見ない 

スピードで高齢化が進んでおり、２０１５年(平成２７年） 

にはいわゆる「団塊の世代」が６５歳に到達することか 

ら、４人に１人が６５歳以上となる｢超高齢社会」の到来 

が目前となっております。 

 本村の平成２３年９月時点における高齢化率は１８.６ 

％で、福島県の２４.９％よりは下回っておりますが、平 

成２５年には本村においても２０％を超えると予想され 

ており、高齢化の上昇に伴い、高齢者の実数や高齢化率、 

要介護認定者数もさらに増加することが見通されます。 

 一方、高齢者人口の増加は、「ひとり暮らし高齢者」や 

「高齢者のみ世帯」の増加にもつながっており、生活形 

態の変化による地域社会とのつながりの希薄化・認知症高齢

者の増加や高齢者虐待ケースの問題等が懸念されます。 

 こういったことから、高齢者が住み慣れた地域において、健康で生きがいを持って住み続けられ、

また、一人で生活することが難しくなった場合には必要な介護サービスを受け、安心して生活できる

よう体制を整えていくことが、ますます重要になってきています。国でも、高齢者が要介護状態にな

っても住み慣れた地域で、継続して生活できるよう、｢介護」「予防」「医療」「生活支援」「住ま

い」の５つのサービスを一体化して提供していく『地域包括ケア』の考えに基づき、取組みを進めて

いくことが必要であるとしています。 

 このようなことから本村では、平成２１年度に策定した西郷村高齢者福祉計画・第４期介護保険事

業計画（平成２１年３月）」における基本方針などを基礎としつつ、これら社会情勢の変化や今後の

高齢化への対策をより一層推進するため、本村が目指すべき高齢者福祉の基本的な政策目標を定め、

具体的に取り組むべき施策を明らかにすることを目的に 

「西郷村高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画」を策定いたしました。 

 また、計画の推進にあたっては、行政と村民が相互の役割を認識し、協働してより良い地域づくり

に取り組んでいくことが必要であり、今後とも村民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

 最後に、計画の策定に際しまして、ご尽力いただきました西郷村介護保険運営協議会並びに西郷村

高齢者福祉計画策定委員会の委員の皆様、また、策定アドバイザーとしての財団法人ふくしま自治研

修センターをはじめ、「アンケート調査」を通じて多くの貴重なご意見やご提言をいただきました村

民の皆様方に対し、心からお礼を申し上げます。 

 

      平成２４年（２０１２年）３月 

                                      西郷村長  佐藤正博 
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第第１１章章  計計画画策策定定のの概概要要  

１. 計画策定の背景 

わが国において、「団塊の世代」が高齢期を迎え、急速に高齢化が進んでいま

す。本村においても例外でなく、平成22年の国勢調査によると、本村の高齢化率

は18.4％と、全国平均の23.0％、福島県平均の24.9％より下回ってはいるもの

の、平成17年の国勢調査と比較すると1.4％増加しており、毎年増加の傾向にあ

ります。 

今後、認知症を有する高齢者の増加に加え、医療ニーズの高い高齢者、一人暮

らしの高齢者、高齢者のみの世帯の増加など、高齢者をめぐる状況の変化に的確

に対応し、本村の基本構想に掲げる「希望を持ち安心して暮らせる村づくり」と

基本計画である「生きがいを持てる長寿社会の推進」を実現していくことが重要

な課題となっています。 

そこで、本村の現状と課題を踏まえ、高齢者が要介護状態になっても、可能な

限り住み慣れた地域において継続して生活できるよう介護、予防、医療、生活支

援サービス、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」

の構築を図るため、「西郷村高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画」（以下「第

５期計画」という。）を策定するものです。 

 

地域包括ケアシステムの「５つの視点」 

医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが連携した要介護者などへの包括

的な支援 

① 医療との連携強化 

・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化 

・介護職員によるたんの吸引などの医療行為の実施 

② 介護サービスの充実強化 

・介護拠点の緊急整備によるサービスの提供 

・24時間対応の定期巡回・臨時対応サービスの創設などの在宅サービスの強化 

③ 予防の推進 

・できる限り、要介護状態にならないように予防の取り組みや自立支援型の介

護の推進 

④ 見守り・配食・買い物など多様な生活支援サービスの確保や権利擁護 

・一人暮らし、高齢者夫婦のみの世帯の増加、認知症を持つ高齢者の増加を踏

まえ、多様な生活支援サービスの提供を推進 

⑤ 高齢期になっても住み続けることのできる高齢者の住まいの整備 

・一定の基準を満たした「有料老人ホーム」と「高齢者専用賃貸住宅」を、サ

ービス付高齢者住宅として整備 
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２. 計画の法令等の根拠と位置付け 

第５期計画は、老人福祉法第 20 条の８第１項（老人福祉計画）及び介護保険

法第 117 条第１項（介護保険事業計画）に基づき策定したものであり、国の定め

る「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」、

県が策定する「第６次福島県高齢者福祉計画・第５次福島県介護保険事業支援計

画」及び「福島県地域ケア体制整備構想」と整合性を図るとともに、「西郷村第３

次総合振興計画」と連動させた福祉関連計画として、位置付けています。 

 

３. 計画の期間 

第５期計画は、第３期、第４期計画の延長線上に位置付けられ、第３期計画策

定時に定めた平成２６年度までの目標を達成する仕上げの計画で、平成２４年度

から平成２６年度までの３年間の計画となります。 
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４. 計画策定と推進体制 

第５期計画の策定にあたっては、健康に関しての現状や意識、生活状態などを

把握し、計画づくりの参考資料とするため、「日常生活圏域ニーズ調査」を実施し、

課題分析を行いました。 

また、学識経験者や保健・医療・福祉関係者、被保険者代表からなる「西郷村

高齢者福祉計画策定委員会」「西郷村介護保険運営協議会」で計画案を策定し、パ

ブリックコメントを実施の上、計画を答申しました。 

 

５. 計画の基本理念・基本方針 

生きがいを持てる長寿社会の推進のためには、村民、団体、事業所などの協働に

よる「自助・共助・公助」などバランスの取れた地域社会の構築により、高齢期

における身体や心の状態に応じ、尊厳のある能力に応じた自立した生活が維持で

きることが大切です。 

そのため、第 3 期計画において設定した第 5 期計画最終年度となる平成 26 年

度末までに団塊世代が高齢期に移行するのを見据え、可能なかぎり、住み慣れた

地域において継続して生活できるよう「地域包括ケアシステムの構築」を図るこ

とを総括的な基本方針として、健康・医療・介護・予防の連携強化、多様な生活

支援、高齢期住宅を確保する計画を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

 

 

基本方針 

 

 

 

基  本  理  念 

「高齢期における自立した生活の維持・バランスのとれた地域社会の構築」 

 

健康・医療・

介護・予防の

連携強化 

多 様 な 生 活

支援 

高 齢 期

住 宅 の

確保 

基 本 方 針 

 「地域包括ケアシステムの構築」 
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（１）健康・医療・介護・予防の連携強化 

 「健康」「予防」「医療」「介護」の連携が、これからの高齢化社会において極

めて重要な課題となっており、スパイラル的に複雑に絡み合い、密接に関連して

いる、「健康」「予防」「医療」「介護」の４つの安心を充たし、高齢者の満足を確

保することが重要です。 

 通常、高齢者は健康や病気等の不安を持っています。日常生活の中で健康を維

持するためにも、健康づくり・病気の予防・健康管理・生きがいづくりは、きわ

めて重要です。まず健康づくりについては、元気な高齢者を目指して、適度な運

動や年代にあった食生活をする必要があることから、これらを中心に事業を展開

していきます。次に、健康管理については、各種検診や健康教室・健康相談を実

施していきます。さらに、生きがいづくりについては、コミュニュティを形成す

るために、生き生きサロンや自立者向けの温泉などを利用した健康増進事業を推

進していきます。 

老化のサインを早い段階でとらえ、介護が必要な状態とならぬよう、また、現在

すでに要介護状態の場合は、状態がそれ以上悪化しないよう予防策を早期に講じる

ことによって、日々の生活に必要な健康・身体機能を維持していくことができます。 

認定を受けていないか、あるいは「非該当（自立）」判定の人たちを対象に、村主体

で実施する地域支援事業として、１次介護予防事業、２次介護予防事業を実施して

いきます。また、「要支援（１・２）」該当者に対しては、介護保険から給付が行わ

れる「予防給付」を地域包括支援センターが中心となって実施していきます。新制

度として、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）が平成

24年度より導入され、第5期から実施できるよう詳細に検討します。 

現在、医療制度改革の一環として、病院は機能分化を求められており、大病院の

殆どは急性期疾患の治療に特化しつつあります。療養期については、定期的な訪問

診療や訪問看護等を必要としており、在宅支援診療所、訪問看護ステーション、24

時間対応定期巡回・随時対応サービス、小規模多機能型居宅介護及び訪問介護が複

合的に利用できるサービスの充実が必要なことから、本村においても必要な支援策

を図っていきます。 

高齢者にとって、病気の予防や介護予防を行っていっても、加齢による身体能力

の低下は避けることはできません。ニーズ調査などによると、在宅介護を中心とし

た介護の安心を確保することが望まれています。そのため、地域の実情に合わせた

「小規模多機能型居宅介護」と「訪問介護」が複合的に利用できる事業所の創設な

ど日常生活圏域ごとに多様な地域密着型サービス拠点を整備し、在宅介護を支援し

ていきます。また、在宅介護が困難になった場合には、住み慣れた地域の中に地域

密着サービスとして入所・居住系施設の整備を行ます。 
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（２）多様な生活支援 

 今後、超高齢社会を迎えるにあたって、一人暮らしや認知症などの高齢者対策

も重要な課題です。高齢者に対する虐待や閉じこもり、認知症による徘徊等の社

会的問題が生じます。介護保険サービスは質、量とも充実してきていますが、介

護や生活支援が必要な高齢者が安心して暮らしていくためには、サービス提供体

制の整備だけではなく、適切な地域ケア支援体制などの整備が必要です。特に一

人暮らしの高齢者などの方に対しては、見守りや配食・買い物など多様な生活支

援サービスの確保や権利擁護が大切となります。周囲からの働きかけにより、閉

じこもり等の問題が深刻化するのを防ぐとともに、親族による成年後見が困難に

なることが予測されることから市民後見人制度を積極的に活用し、支援体制の整

備を図っていきます。 

 

 

（３）高齢期住居の確保 

 高齢社会に対応できる終の棲家として、介護しやすい・されやすい住まいづく

りと、安心して住み続けられる住まいづくりの促進を図ることが必要です。その

ためにまず、ニーズ調査の結果から、必要な住居数を確保すると共に、室内外（野

外も含む）のバリアフリー化の確保や、心身状況にあった住まいへの住み替えな

どを重要事業として位置づけ、事業展開をしていきます。 
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６. 施策の体系 

基 本
構 想

基 本
計 画

基 本
理 念

施　　策 事 業

予防の推進

介護サービスの充実強
化

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

高
齢
期
に
お
け
る
自
立
し
た
生
活
の
維
持
・
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
地
域
社
会
の
構
築

生
き
が
い
を
持
て
る
長
寿
社
会
の
推
進

希
望
を
持
ち
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
村
づ
く
り

１次予防事業

既存の介護予防
サービス提供

地域支援事業（介護予
防）

認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生
活介護・小規模多機能型居宅介護

・介護保健施設サービス
　介護老人福祉施設
　介護老人保健施設
　介護療養型医療施設

健康づくり
病気の予防
健康管理
生きがいづくり

既存の地域密着型
介護予防サービスの
提供

２次予防事業

健康・予防・医療・介護
の連携強化

お元気運動教室
シニア健康教室
認知症予防教室
健康相談会
地域介護予防活動支援事業
１次予防評価事業

2次予防事業対象者把握事業
通所型介護予防事業
訪問型介護予防事業
２次予防評価事業

健康ウオーキング事業
健康体操
各種検診
健康教室・健康相談
食育プロジェクト
コミュニティーの形成
生き生きサロン
温泉など利用した健康増進事業

認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生
活介護・小規模多機能型居宅介護の整備

介護予防サービスの提
供

地域密着型サービス
基盤の整備

在宅介護の強化

基　本　方　針

既存の地域密着型
サービスの提供

既存の介護サービス
提供

介護サービスの提供

医療等との連携強化

・居宅サービス
　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
　居宅療養管理指導
　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
　特定施設入所者生活介護
　福祉用具貸与
　特定福祉用具販売
・住宅改修
・居宅介護支援

・介護予防サービス
　介護予防介護
　介護予防訪問入浴介護
　介護予防訪問看護
　介護予防訪問リハビリテーション
　介護予防居宅療養管理指導
　介護予防通所介護
　介護予防通所リハビリテーション
　介護予防短期入所生活介護
　介護予防短期入所療養介護
　介護予防特定施設入所者生活介護
　介護予防福祉用具貸与
　介護予防特定福祉用具販売
・介護予防住宅改修
・介護予防居宅介護支援

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
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基 本
構 想

基 本
計 画

基 本
理 念

施　　　策 事 業

介護予防ケアマネジメント
総合相談支援業務
権利擁護業務
包括的継続的支援業務

日常生活支援総合
サービスの提供

緊急通報システム
要援護者支援ネットワークの整備
高齢者見守りネットワーク
老人はり・きゅうマッサージ施術費用助成事業
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
高齢者就業機会確保事業
訪問理美容サービス事業
寝たきり等高齢者紙おむつ支給事業
健康温泉センター無料開放事業
老人温泉利用助成事業
軽度生活援助事業
高齢者生活支援ショートステイ事業
老人日常生活用具給付事業
敬老祝金支給事業
百歳賀寿祝金支給事業
敬老会開催事業
移送サービスプロジェクト

サービス付き高齢者住宅
小規模多機能型居宅介護拠点の整備
認知症対応型共同生活介護拠点の整備

基　本　方　針

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

住宅改修支援
高齢者に優しい住まいづくり

住宅改修の実施バリアフリーの確保

高齢者福祉施策
高齢者在宅福祉
サービスの提供

地域支援事業

成年後見人制度利用支援事業
福祉用具・住宅改修支援事業
介護給付費適正化事業

多様な生活支援

予防の推進

高齢期住宅の確保

心身状況にあった住ま
いの確保

高齢者住宅の確保

包括的事業

任意事業
高
齢
期
に
お
け
る
自
立
し
た
生
活
の
維
持
・
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
地
域
社
会
の
構
築

生
き
が
い
を
持
て
る
長
寿
社
会
の
推
進

希
望
を
持
ち
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
村
づ
く
り

導入検討・研究
地域支援事業（日常生
活総合事業）の導入
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第第２２章章  高高齢齢者者のの現現状状とと推推計計  

１.  高齢者の現状現況と推計 

（１）総人口と推移 

総人口は、平成 12 年から平成 22 年の 10 年間に 1,12５人増加してい

ますが、人口の伸び率は減少傾向にあります。人口構成については、39

歳以下が減少し、４０歳以上が増加傾向にあります。 

今後の総人口について、コーホート要因法(※)により、平成 23 年から平

成 33 年までを推計した結果、総人口は平成 32 年まで増加し、その後減

少することが考えられます。また、人口構成については、年少人口（0 歳

～14 歳）、生産年齢人口（15 歳～64 歳）が減少する一方、老年人口（65

歳以上）が年々増加する傾向が見られます。 

※ 注 コーホート要因法とは 

同年（または同期間）に出生した集団ごとの時間変化（出生、死亡、移動）を軸に人口

の変化をとらえる方法である。 

      図表 2-1 西郷村人口の推移と予測（平成 12 年～平成３３年） 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

総人口 
 18,641人 19,493人 19,766人 19,794人 19,822人 19,848人 19,876人 

構成比 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

 0～14歳 
 3,382 人 3,262 人 3,044 人 3,008 人 2.971 人 2,937 人 2,900 人 

構成比 18.1％ 16.7％ 15.4％ 15.2％ 15.0％ 14.8％ 14.7％ 

 15～39歳 
 5,987 人 6,031 人 5,978 人 5,905 人 5,832 人 5,757 人 5,684 人 

構成比 32.1％ 30.9％ 30.2％ 29.8％ 29.4％ 29.0％ 28.8％ 

 40～64歳 
 6,390 人 6,884 人 7,110 人 7,097 人 7,087 人 7,074 人 7,064 人 

構成比 34.3％ 35.3％ 36.0％ 35.9％ 35.8％ 35.6％ 35.7％ 

 65歳以上 
 2.882 人 3,316 人 3,634 人 3,784 人 3,932 人 4,080 人 4,228 人 

構成比 14.8％ 17.0％ 18.4％ 19.1％ 19.8％ 20.6％ 21.4％ 

  前期高齢者 1.722 人 1,628 人 1,799 人 1,916 人 2,035 人 2,152 人 2,271 人 

  65～74歳 構成比 8.8％ 8.3％ 9.1％ 9.7％ 10.3％ 10.8％ 11.5％ 

  後期高齢者 1,160 人 1,688 人 1,835 人 1,868 人 1,897 人 1,928 人 1,957 人 

  75歳以上 構成比 6.0％ 8.7％ 9.3％ 9.4％ 9.6％ 9.7％ 9.9％ 
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 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 

総人口 
 19,873人 19,880人 19,887人 19,894人 19,901人 19,914人 19,886人 

構成比 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0 

 

0～14歳 

 

 2,745 人 2,715 人 2,685 人 2,655 人 2,625 人 2,601 人 2,576 人 

構成比 13.8％ 13.7％ 13.5％ 13.3％ 13.2％ 13.1％ 13.0％ 

15～39歳 
 5,482 人 5,458 人 5,434 人 5,410 人 5,386 人 5,357 人 5.307 人 

構成比 27.6％ 27.5％ 27.3％ 27.2％ 27.1％ 26.9％ 26.7％ 

 40～64歳 
 7,260 人 7,206 人 7,152 人 7,098 人 7,044 人 6,987 人 6,939 人 

構成比 36.％ 36.2％ 36.0％ 35.7％ 35.4％ 35.1％ 34.9％ 

 65歳以上 
 4,386 人 4,501 人 4,616 人 4,731 人 4,846 人 4,969 人 5,064 人 

構成比 22.1％ 22.6％ 23.2％ 23.8％ 24.4％ 25.0％ 25.5％ 

  前期高齢者 2,243 人 2,349 人 2,455 人 2,561 人 2,667 人 2,776 人 2,797 人 

  65～74歳 構成比 11.3％ 11.8％ 12.3％ 12.9％ 13.4％ 13.9％ 14.1％ 

  後期高齢者 2,143 人 2,152 人 2,161 人 2,170 人 2,179 人 2,193 人 2,267 人 

  75歳以上 構成比 10.8％ 10.8％ 10.9％ 10.9％ 10.9％ 11.0％ 11.4％ 

資料：国勢調査平成12・17・22年：10月1日現在  

平成23～26年はコーホート要因法で推計 

平成27～33年までは国立人口問題研究所推計による 

 

（２）老年人口と高齢化の推移 

老年人口は平成12年から平成22年の10年間で７５２人増加しており、1年

に約７５人の方が高齢期を迎えています。 

今後10年間（平成２３年から平成33年）の老年人口を推計した結果、1,430

人増加し、高齢化率は２５．５％となると見込まれます。 

このことは、いわゆる団塊の世代が前期高齢者から、後期高齢者へ移行する時

期が平成32～34年（2022年から2024年）になることによるものです。 

 

※ 団塊の世代とは 

第一ベビーブームに出生した昭和22～2４年（1947年から1949年まで）の

世代を指し、3年間の出生数の合計は約806万人にのぼる。 

図表2-2 西郷村の高齢化率の推移と県との比較 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成23年 

福島県 ２０．３％ ２２．７％ ２５．０％ ２５．２％ 

西郷村 １４．８％ １７．０％ １８．４％ １９．１％ 

 

資料：国勢調査  平成12・17・22年：10月1日現在 

平成23年は人口推計による 
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（３）一人暮らし等の高齢者世帯の状況と推移 

総世帯数は、平成12年から平成22年の10年間で1,231世帯増加してい

ます。世帯数増加の主な要因としては、高齢者のいない世帯総数が1,203

世帯増加したことによるものです。 

また、高齢者のいる世帯総数は28世帯と小幅な増加となっていますが、

世帯内訳を見てみると、一人暮らし世帯、夫婦世帯が年々増加しており、

今後増えることが予想されます。 

図表2-３ 西郷村の世帯の推移 

 平成 12年 平成 17年 平成 22年 

総世帯数 5,480 6,090 6,711 

高齢者のいない世帯総数 3,220  3,473  4,423  

 構成比 58.8％ 57.0％ 65.9％ 

高齢者のいる世帯総数 
2,260  2,617  2,288 

41.2％  43.0％ 34.1％ 

 一 人 暮 ら

し世帯 

 167  260  342 

 構成比 7.4％  9.9％ 14.6％ 

 

夫婦世帯 
 278  318  339 

 構成比 12.3％  12.2％ 14.8％ 

 そ の 他 の

世帯 

 1,815  2,039  1,607 

 構成比 80.3％  77.9％ 70.6％ 

資料： 国勢調査   

図表 2-４ 総世帯数における高齢者のいる世帯の割合とその内訳（平成 22 年） 

高齢者の

いる世帯
34.1%

高齢者の

いない世帯
65.9%

高齢者

単独世帯
14.6%

高齢者

夫婦世帯
14.8%

高齢者のいる

その他の世帯
70.6%
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図表 2-５ 高齢者のいる世帯の構成比率 

7.40%

9.90%

14.60%

12.30%

12.20%

14.80%

80.30%

77.90%

70.60%

平成12年

平成17年

平成22年

一人暮らし世帯 夫婦世帯 その他の世帯
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２.  被保険者数と要介護（要支援）認定者の現状と推移 

（１）被保険者数の現状と推移 

① 住所地特例施設・適用除外施設について 

本村には、障害者自立支援法に基づく支援施設として設置されている

「福島県きびたき寮（定員100人）、福島県ひばり寮（定員100人）、福

島県けやき荘(定員100人)、 福島県かしわ荘（定員１００人）、福島県か

えで荘（定員１００人）、さざなみ学園（定員80人）」、また、介護保険法

に基づく介護老人福祉施設として「福島県やまぶき荘（定員100人）、福

島県さつき荘（定員100人）」、生活保護法を根拠とする保護施設として

の救護施設「福島県からまつ荘（定員150）」が設置され、約９００名の

入所者がいます。これらの施設は介護保険と整合性を図るため、介護保険

法第13条に住所地特例施設として、また、介護保険施行法第11条第１項

に適用除外として取り扱う旨の規定がされています。そのため、他市町村

からの入所者は「住所地特例施設・適用除外施設入所者」として取り扱わ

れ、本村の被保険者とはならない規定となっています。 

② 現況と推計 

被保険者数は、平成2３年度で3,3９１人と、平成20年度から平成2３

年度の間に14８人増加し、年平均約５０人増えています。第5期計画の

最終年度である平成26年度には3,643人となり、平成23年度から3年間

で252人増加し、年平均８４人増えると予想されます。 

（２）要介護者（支援者）数・認定者数の現状と推移 

要介護（支援）認定者数は平成23年１０月現在５５３人で、平成20年

度から平成２３年度の間に２０人増加していますが、出現率は平成2３年

で１６．３％と、平成20年度から平成23年度の間に０．１％減少してい

ます。要支援・要介護状態別でみると、要支援２・要介護１の人数が減少

していますが、それ以外はほぼ横ばい、もしくは微増しているという状況

です。 

第５期計画期間における要支援及び要介護認定者については、介護予防

給付の継続や二次介護予防事業などの事業効果を勘案して推計しました。

その結果、平成 2６年度には６０３人となり、平成 23 年度より 50 人増

加し、介護度を問わず増加すると予測しています。 
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図表 2-６ 被保険者数と認定者数の推移と予測 

単位：人 

 

資料：健康推進課調べ（平成 18年～平成 23年 10月 1日現在） 

※認定者数は、第２号被保険者を含む 

 

 

図表2-７ 要介護認定者と出現率の推移 

 

 

 

  
平成 18

年度 

平成 19

年度 

平成 20

年度 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

平成 24

年度 

平成 25

年度 

平成 26

年度 

第１号被保険者

数（人） 
3,131 3,192 3,243 3,364 3,384 3,391 3,492 3,568 3,643 

認定者数（人） 568 561 533 555 561 553 577 580 603 

 要支援１（人） 55 37 35 40 45 50 50 51 52 

 要支援２（人） 76 107 85 89 89 79 89 91 93 

 要介護１（人） 108 50 43 50 60 42 48 49 50 

 要介護２（人） 85 97 98 108 108 112 117 119 122 

 要介護３（人） 87 96 92 90 84 101 100 102 105 

 要介護４（人） 87 95 101 96 93 89 92 85 96 

 要介護５（人） 70 79 79 82 82 80 81 83 85 

出現率（％） 18.1 17.6 16.4 16.4 16.6 16.3 16.5 16.3 16.6 
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３. 日常生活圏域ニーズ調査の実施 

（1）日常生活圏域ニーズ調査の実施の目的・意義 

平成 12 年より介護保険制度が導入され、10 年を過ぎました。急速な

高齢化の進展により、介護保険の総費用は年々増加し続け、本村介護保険

の 1 号被保険料も第 1 期計画の 2,650 円から第 4 期計画の 3,990 円と

約 1.5 倍増加しています。こうした中、高齢者に QOL（※）の維持・向

上や介護保険の財政安定の観点から、介護保険サービスとインフォーマル

サービスそして高齢者自らの取り組みにより、高齢者の尊厳のある自立を

支援・実現していくことが求められています。そして今後 10 年間に団塊

の世代の方が、後期高齢を迎えるにあたって、個々の希望に応じた介護サ

ービスを受けられる「地域包括ケアシステムの構築」を実現するために、

日常生活圏域ニーズ調査を実施しました。 

この調査は、高齢者の日常生活を質問形式で問い、回答していただいた

ものを、集計分析し、地域の課題や介護等の必要量を算定するための基礎

資料とするため平成 22 年から 23 年に実施することになっています。本

村においても平成 23 年 1 月 1 日現在、６５歳以上３，０９８人（要介

護３から要介護５及び施設入所者を除いています。）を対象に日常生活圏

域ニーズ調査を実施しました。その結果２，５６８人の方に回答していた

だき、回答率は８２．９％となりました。 

※QOLとは 

物理的な豊かさやサービスの量、個々の身辺自立だけでなく、精神面を含めた

生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念。 

 

図表 2-8 日常生活圏域ニーズ調査結果 

 

 

 

（2）調査結果と介護保険事業計画における活用 

① 圏域課題の明確化 

圏域ごとに、高齢化率やニーズ調査等の分析を行うことにより、その

地区の課題が明確になることから、圏域別の計画値策定の指標とします。 

調査対象者数 回答数 回答率 

３，０９８人 ２，５６８人 ８２．９％ 
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② 計画における客観的基礎データーの整備 

第 4 期までの介護施設等に関する整備目標は、厚生労働大臣が定める

参酌する標準として居宅サービスと施設系サービスのバランスを図るた

め、要介護２～５までの認定者数に対する利用者数の割合を「３７％以

下」としていました。平成 22 年 6 月に、政府規制・制度改革に関する

分科会が「規制改革事項：介護施設等の総量規制を後押ししている参酌

標準の撤廃」を打ち出したため、厚生労働省は基本指針を改正し、第 5

期計画から地域の実情に応じ介護施設等の整備目標を策定可能としまし

た。そのため、地域の実情に応じた計画策定にあたっては、客観的に判

断できる基礎的データーとして、ニーズ調査の分析結果を用いることと

しました。 

※ 参酌標準とは： 

「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針（平

成１８年厚生労働省告示第 314 号）の第二の一 2 平成二十六年度目標値の設

定（一）で市町村は・・・要介護二以上の認定者数に対する割合を三十七％以

下にすることを目標とする。」 

（３）分析結果と地域支援事業における活用 

① アドバイス表の個人送付 

調査の分析結果（リスク）を本人にフィードバックすることにより、

自分の置かれている状況が確認され、健康状態や介護に対する予防意識

の向上などが期待されます。 

② 介護予防事業対象者の把握 

地域支援事業として実施している二次介護予防事業における対象者は、

平成22年まで住民検診時（特定健康診査やがん検診、生活機能の検査）

に特定高齢者問診票を配布し、対象者を把握していたものを、平成23年

からは日常生活圏域ニーズ調査の分析結果から、二次介護予防対象者を

抽出し、訪問や電話によるアプローチで「運動機能向上プログラム」等

の事業に参加勧奨をしています。 

③ 地域包括支援センターと情報の共有化 

調査票の調査様式には生活状況に関する様々な設問が含まれているこ

とから、情報の共有化を図ることにより、調査結果を介護予防事業（新

予防給付・地域支援事業）におけるケアプラン作成のアセスメントの基

礎資料として活用します。 
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（４）各種推計 

① 介護サービス要求量の推計 

 １号被保険者数と認定者数 

被保険者の数は平成２３年１０月１日現在で 3,391 人となっていま

す。内訳として要介護者（要支援者）は 553 人、非認定者数は 2,838

人となっています。 

図表 2-10 介護認定状況 

単位：人 

非認定 

高齢者 

要介護（要支援）認定者数 
1 号被保 

険者数 要支援 

1・2 

要介護 

1・2 

要介護 

3～5 
計 

2,838 129 154 ２７０ 553 3,391 

 

 既往率（ニーズ調査結果） 

ニーズ調査からの既往率を集計し、下表のとおり要介護者別に推計を

しました。 

図表 2-11 既往率の推計 

単位：％ 

区分 脳卒中 外傷系 筋骨格系 認知症 

要支援 1・2 １６．８ １１．２ ２９．０ ０．９ 

要介護 1・2 ２０．６ ９．８ ２４．５ ３２．４ 

要介護 3～5 ３３．５ ９．３ １０．１ ２１．１ 

※要介護 3～5 は平成 19 年国民生活基本調査の「表 22」に基づく推計とします。 

 タイプ別認定者推計 

要介護認定者ごとに要介護者別の既往率を推計したものを、さらに次

表のとおり、タイプ別認定者数を推計しました。その推計数から必要サ

ービス量を算出しています。実際のサービス必要量の算出は、給付デー

ターに基づく利用見込みとニーズ調査結果に基づく利用率等により補

正し、算出しました。 
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図表 2-12 タイプ別認定者推計 

単位：人 

区分 脳卒中 外傷系 筋骨格系 認知症 合計 

要支援 1・2 ２１ １４ ３７ １ ７３ 

要介護 1・2 ３１ １５ ３７ ４９ １３２ 

要介護 3～5 ５６ １５ １７ ３５ １２３ 

合計 １０８ ４４ 91 ８５ ３２８ 

 

サービス類型（推計） 

 

 

 

 

 

 

② 地域支援事業（介護予防事業・二次介護予防事業） 

 

 二次介護予防対象者出現率（ニーズ調査結果） 

図表 2-13 二次介護予防対象者出現率 

単位：％ 

運動機能向上 栄養改善 口腔機能向上 閉じこもり予防 認知症予防 うつ予防 対象者全体 

２４．４ １．６ ２１．７ ８．１ ４０．９ ２７．５ ３３．５ 

 

 二次介護予防対象者推計 

図表 2-14 二次介護予防対象者推計 

単位：人 

運動機能向上 栄養改善 口腔機能向上 閉じこもり予防 認知症予防 うつ予防 対象者全体 

６９２ ４５ ６１５ ２２９ １,１６０ ７８０ ９５０ 

 

 

 

（認知症対応型） 

通所介護 

共同生活介護 

小規模多機能型 

 

通所・訪問介護 

〃 リハビリテーション 

短期入所等 

 



第第２２章章  高高齢齢者者のの現現状状とと推推計計 

19 

③ 権利擁護・見守り事業 

 世帯構成（ニーズ調査結果） 

図表 2-15 事業対象者世帯構成 

単位：％ 

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 
配偶者以外と 

二人暮らし 
その他 

１１．４ ２３．８ ５．１ ５９．６ 

 世帯構成別高齢者数推計 

図表２－16 世帯構成別高齢者数推計 

単位：人 

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 
配偶者以外と 

二人暮らし 
その他 

386 ８０７ １７２ 2,021 

合計は、端数処理の関係上、被保険者総数と一致しない。 

 認知症リスク割合（ニーズ調査結果） 

図表 2-17 認知症リスク割合 

単位：％ 

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 
配偶者以外と 

二人暮らし 
その他 

39.1 35.9 49.6 42.7 

 権利擁護の対象となりうる高齢者 

図表 2-18 対象高齢者数 

単位：人 

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 
配偶者以外と 

二人暮らし 
その他 

150 ２８９ ８５ 862 
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④ 高齢者住宅支援 

 借家率（ニーズ調査結果） 

図表 2-19 借家率 

 単位：％ 

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 
配偶者以外と 

二人暮らし 
その他 

16.2 3.3 7.1 2.5 

 

 

 賃貸住宅が必要な高齢者数推計 

図表 2-20 対象高齢者数推計 

単位：人 

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 
配偶者以外と 

二人暮らし 
その他 

63 11 35 10 

 必要賃貸住宅数推計 

図表 2-21 対象高齢者数推計 

単位：戸 

一人暮らし 
配偶者と 

二人暮らし 

配偶者以外と 

二人暮らし 
その他 合計 

31 3 8 3 45 

入居率 50%想定 

（５） 日常生活圏域ニーズ調査の分析結果 

① 設問項目別分析結果 

 家族や生活状況について 

家族構成については、「家族などと同居（二世代世帯住宅を含む）」が

88.0%と高い一方で、「一人暮らし」の高齢者の割合が 11.1％でした。 

また、介護・介助が必要な方は 16.6％おり、その主な原因について

は、「高齢による老衰」が 30.2％と最も高くなっています。男性が「脳

卒中（脳出血、脳梗塞）」が高いのに対し、女性は「関節の病気（リウ

マチ等）」、「骨折・転倒」の割合が高くなっています。 
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一人暮らし者への支援、あるいは健康維持や疾病予防への対策が必要

と思われます。 

 運動・閉じこもりについて 

外出を控えている方は 3 割おり、その理由として、「足腰などの痛み」

が最も高くなっています。外出頻度は、買い物は「週２、３日」が最も

高くなっていますが、「週 1 日未満」が 2 割以上となっています。 

散歩については、「週 1 日未満」が最も高くなっています。 

外出の移動手段としては、自動車（自分で運転）」が 47.3％と最も高

なっており、次いで「自動車（人に乗せてもらう）」38.8％、「徒歩」

27.7％の順となっています。 

以上のことから閉じこもりの回避に向けて、体力の強化や運動の必要

性が求められます。 

 口腔・栄養について 

歯磨きについては、毎日している方が８割以上となっていますが、定

期的に歯科受診をしている方は、3 割未満となっていることから、虫歯、

口腔機能対策が求められます。 

 物忘れについて 

その日の活動を自分で判断できる方が約９割近くいる一方、今日が何

月何日か分からなくなっている方も約３割いることから、物忘れに対す

る対策が求められます。 

 社会参加について 

健康に関する記事や番組に関心は高いが、地域活動等に参加していな

い方が約６割近くおり、社会参加の推進が求められます。 

 健康について 

現在治療中または後遺症のある病気については、「高血圧」が最も高

くなっています。次いで「目の病気」、「筋骨格の病気（骨粗しょう症、

関節症等）」の順であり、一層の健康管理の推進が求められます。 

 

② 項目別評価結果のまとめ 

 各機能別高リスク者対策 

各評価項目について基本チェックリストに基づくリスク該当者が高

い割合からみると、認知 40.9%、転倒 28.8%、うつ 27.5%、運動機

能 24.4％、口腔機能 21.7%などとなっており、このことから、認知、

転倒、うつ、運動器、口腔機能などに対する対策が、優先的に求められ

ます。 
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 日常生活からの高リスク者対策 

日常生活面について、リスク該当者が高い割合からみると、社会的役

割 39.6%、知的能動性 39.3%が高く、生活機能（総合）10.9%、手

段的自立度は 7.7%と低いことから、社会的役割を高めるために、外出

や人との関わり、知的能動性を高めるために、本や雑誌の購読、テレビ

番組への関心を高めることなどが求められます。 

 

（注）調査結果の詳細は、資料編を参照して下さい。 
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４．パブリックコメント 

村民等の意見を第 5 期計画に反映させるため、西郷村高齢者福祉計画・第

５期介護保険事業計画（素案）を西郷村ホームページに掲載し、意見の募集を

行いました。 

募集期間 平成 24 年 2 月 1 日（水）～平成 24 年 2 月 14 日（火） 

意  見 0 件 
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第第３３章章  介介護護保保険険のの現現状状  

１．給付実績（分析含む）の現状 
平成20年度から平成2２年度までの3年間の月別の給付実績を集計して、

年度ごとに集計分析しました。（資料編１参照） 

なお、提供月は 3 月分から翌年 2 月までを年度としています。 

（１） サービス利用者・給付費及び費用及の推移 

① サービス利用者数 

サービス利用者数は年間の１か月当たりの利用人数です。平成 22 年度

の利用者数は 472 人で、内訳は居宅利用者が 314 人、地域密着利用者

が 38 人、施設利用者 120 人となっています。平成 22 年度と平成 20

年度を比較すると 29 人の増（対比６．５％）で、内訳は居宅が 10 人(対

比 3.3%)、地域密着が 14 人(対比 58.3%)、施設が 5 人(対比 4.3%)の

増となっています。未利用率は２０．３％から１８．９％と１．４％の減

となっています。 

図表３－１ サービス利用者数の推移 

単位:人／月 

H20年度 H21年度 H22年度

(　1 ) 訪問介護 150 147 146
(　2 ) 訪問入浴介護 13 12 12

(　3 ) 訪問看護 18 12 18

(　4 ) 訪問リハビリテーション 2 2 4

(　5 ) 通所介護 163 160 161

(　6 ) 通所リハビリテーション 41 41 51

(　7 ) 福祉用具貸与 116 129 141

(　8 ) 居宅療養管理指導 3 3 2

506 506 535

(　9 ) 短期入所（生活） 34 37 35

(　10 ) 短期入所（療養） 3 7 8
37 44 43

特定施設 (　11 ) 特定施設生活介護 1 2 1
ケアプラン (　12 ) 居宅介護支援 307 312 321

304 307 314
(　15 ) 夜間対応型訪問介護 0 0 0
(　16 ) 認知症対応型通所介護 15 23 23
(　17 ) 小規模多機能型介護 4 6 8
(　18 ) 認知症共同生活介護 5 5 7
(　19 ) 地域特定施設介護 0 0 0
(　20 ) 地域介護老人福祉施設 0 0 0

24 34 38
(　21 ) 介護老人福祉施設 91 90 84
(　22 ) 介護老人保健祉施設 23 32 36
(　23 ) 介護療養型医療施設 1 0 0

115 122 120
443 463 472
90 92 89

20.3% 19.9% 18.9%
533 555 561

未利用者数
未利用者比率

ショート計

ショート
ステイ

施設入所計

居宅サービス計

施
設
入
所

施設入所

地域
密着型

合計

要介護者数

居
宅
サ
ー

ビ
ス

地
域
密
着
型

地域密着型計

居宅
サービス

居宅小計
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図表３－２ サービス利用者割合等 

（人）

H20年度 H21年度 H22年度

120 人 40%

居宅サービス

△ 未利用者比率

施設入所

地域密着型

463 人 472 人

115 人 122 人

200

300

400

500

100

30%

19.9%
18.9%

24 34 人

20%
△

△

10%

0

38 人

304 人 307 人
314 人

50%

20.3%
△

443 人

 

②  年間一人当たり給付費 

年間一人当たり給付費はそれぞれのサービスごとに利用者 1 人１か月

当たりの平均給付費です。 

平成22年度が平均で139,195円、内訳として居宅利用者が97,572

円、地域密着利用者は 119,256 円、施設利用者で 254,021 円となっ

ています。平成 22 年度と平成 20 年度を比較すると 7,135 円の増(対比

5.4%)となっています。詳細に見てみますと、居宅は 8,534 円の増、地

域密着型は 3,588 円の増、施設は 4,567 円の増となっています。 

居宅系・地域密着系・施設系全てのサービスについて１人当たりの給

付費は増加の傾向にありますが、訪問入浴サービスは年々減少方向にあり

ます。 

    図表３－３ 年間一人当たり給付費（月額）比較 

 

 

H20年度 H21年度 H22年度

居宅サービス
平均

地域密着型平
均

施設入所平均

給付費平均

250,000

200,000

150,000

100,000

円
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図表３－４ 年間一人当たり給付費（月額） 

単位:円/1 人当たり月額 

 

H20年度 H21年度 H22年度

(　1 ) 訪問介護 48,825 50,858 52,431

(　2 ) 訪問入浴介護 55,666 52,652 50,607

(　3 ) 訪問看護 26,244 34,604 36,720

(　4 ) 訪問リハビリテーション 22,465 28,550 24,526

(　5 ) 通所介護 49,220 51,955 53,161

(　6 ) 通所リハビリテーション 51,348 55,291 58,740

(　7 ) 福祉用具貸与 13,383 13,754 13,909

(　8 ) 居宅療養管理指導 4,682 6,323 5,353

40,025 41,422 42,139

(　9 ) 短期入所（生活） 88,168 93,583 93,488

(　10 ) 短期入所（療養） 81,061 67,193 74,625

87,587 92,581 89,885

特定施設 (　11 ) 特定施設生活介護 194,837 192,019 205,654

ケアプラン (　12 ) 居宅介護支援 11,165 12,582 12,597

89,038 95,328 97,572

(　15 ) 夜間対応型訪問介護 0 0 0

(　16 ) 認知症対応型通所介護 69,089 68,052 77,367

(　17 ) 小規模多機能型介護 157,515 147,432 140,062

(　18 ) 認知症共同生活介護 231,223 242,700 243,212

(　19 ) 地域特定施設介護 0 0 0

(　20 ) 地域介護老人福祉施設 0 0 0

115,668 108,900 119,256

(　21 ) 介護老人福祉施設 248,480 253,128 248,168

(　22 ) 介護老人保健祉施設 251,928 265,512 267,777

(　23 ) 介護療養型医療施設 296,330 331,182 0

249,454 256,601 254,021

132,060 138,979 139,195

105.2% 100.2%
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③ 年間サービス費用の推移 

年間サービス費用は利用者個人負担（１割）を含む年間総額です。 

平成 22 年度 868,965 千円で、内訳は居宅サービス利用者が

403,215 千円(構成割合 46.4%)、地域密着利用者が 59,363 千円(構成

割合 6.8%)、施設利用者が 406,387 千円(構成割合 46.8%)となってい

ます。平成 22 年度と平成 20 年度を比較すると 95,841 千円の増(対比

12.4%)です。内訳は居宅利用者が 46,893 千円(対比 13.2%)、地域密

着利用者が 22,476 千円(対比 60.9%)、施設利用者が 26,472 千円(対

比 7.0%)の増となっています。 

 

図表３－５ 費用額の推移 

単位:千円/１年間 

 

H20年度 H21年度 H22年度
(　1 ) 訪問介護 97,542 99,513 102,065
(　2 ) 訪問入浴介護 9,340 8,600 7,985
(　3 ) 訪問看護 6,240 5,690 8,935
(　4 ) 訪問リハビリテーション 574 920 1,254
(　5 ) 通所介護 106,971 110,896 114,178
(　6 ) 通所リハビリテーション 27,956 30,349 39,552
(　7 ) 福祉用具貸与 20,684 23,687 26,102
(　8 ) 居宅療養管理指導 193 218 149

269,500 279,873 300,220
(　9 ) 短期入所（生活） 39,578 45,856 43,108

(　10 ) 短期入所（療養） 3,242 7,944 8,126
42,820 53,800 51,234

特定施設 (　11 ) 特定施設生活介護 2,814 4,054 3,199
ケアプラン (　12 ) 居宅介護支援 41,188 47,044 48,562
福祉用具 (　13 ) 特定福祉用具販売 0 0
住宅改修 (　14 ) 住宅改修 0 0

356,322 384,771 403,215
(　15 ) 夜間対応型訪問介護 0 0
(　16 ) 認知症対応型通所介護 14,203 20,491 23,812
(　17 ) 小規模多機能型介護 7,526 11,795 14,473
(　18 ) 認知症共同生活介護 15,158 16,719 21,078
(　19 ) 地域特定施設介護 0 0
(　20 ) 地域介護老人福祉施設 0 0

36,887 49,005 59,363
(　21 ) 介護老人福祉施設 299,463 302,017 278,151
(　22 ) 介護老人保健祉施設 77,818 114,170 128,236
(　23 ) 介護療養型医療施設 2,634 1,472 0

379,915 417,659 406,387
773,124 851,435 868,965

110.1% 102.1%
48,749 54,374 50,511
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④ まとめ 

平成 20 年度から平成 22 年度にかけて、地域密着型が居宅サービスや

施設入所に比べて、使用者数、サービス費用とも大きく伸びている要因は、

平成 21 年の介護報酬の改定とサービス利用者数が伸びているためと考え

られます。 
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（２）第４期介護保険計画の実績値との比較 

平成 21 年度実績、平成 22 年度実績、平成 23 年度実績見込みは下表の

とおりとなっており、ほぼ計画値とおりとなっています。 

図表３－６ 第 4 期給付実績表（１） 

単位:円 

  

平成 21年 平成 22年 平成 23年度 

計画 実績 
達
成
率 

計画 実績 
達
成
率 

計画 実績見込 
達
成
率 

（Ⅰ）介護給付費計

 

736,216,991 767,558,356 104.3% 773,473,040 746,762,633 96.5% 795,130,971 784,100,765 98.6% 

  （１）居宅サービ

 

259,138,956 275,807,205 106.4% 288,956,992 287,024,727 99.3% 305,350,189 301,375,963 98.7% 

  

  

①訪問介護 86,753,989 83,440,431 96.2% 98,909,842 84,241,269 85.2% 104,975,454 88,453,332 84.3% 

  ②訪問入浴介

 

10,765,000 7,739,856 71.9% 13,003,470 7,186,203 55.3% 13,659,386 7,545,513 55.2% 

  ③訪問看護 4,975,448 5,138,658 103.3% 5,901,039 8,016,030 135.8% 6,171,372 8,416,832 136.4% 

  ④訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

 

264,768 715,986 270.4% 278,345 1,083,420 389.2% 291,923 1,137,591 389.7% 

  ⑤居宅療養管

 

194,909 155,520 79.8% 194,909 178,830 91.8% 224,145 187,772 83.8% 

  ⑥通所介護 81,930,973 82,727,523 101.0% 88,233,857 87,412,599 99.1% 93,006,748 91,783,229 98.7% 

  ⑦通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

 

20,078,372 21,211,011 105.6% 21,274,902 27,454,788 129.0% 22,235,527 28,827,527 129.6% 

  ⑧短期入所生活

 

34,553,259 42,227,871 122.2% 39,410,415 38,518,758 97.7% 41,912,444 40,444,696 96.5% 

  ⑨短期入所療養

 

959,988 7,072,101 736.7% 947,975 7,295,805 769.6% 970,334 7,660,595 789.5% 

  ⑩特定施設入

 

1,245,936 3,648,360 292.8% 1,245,936 2,879,157 231.1% 1,245,936 3,023,115 242.6% 

  ⑪福祉用具貸

 

16,133,370 20,605,419 127.7% 18,207,566 21,964,626 120.6% 19,242,392 23,062,857 119.9% 

  ⑫特定福祉用

 

1,282,944 1,124,469 87.6% 1,348,736 793,242 58.8% 1,414,528 832,904 58.9% 

  （２）地域密着型

 

33,438,915 40,935,465 122.4% 35,290,088 48,434,643 137.2% 38,310,009 50,856,376 132.7% 

  

  

  

①夜間対応型

 

0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

  ②認知症対応

 

13,128,518 17,015,490 77.2% 14,979,691 18,543,276 123.8% 15,660,912 19,470,440 124.3% 

  ③小規模多機

 

7,895,040 8,872,587 89.0% 7,895,040 10,920,852 138.3% 10,233,740 11,466,895 112.0% 

  ④認知症対応

 

12,415,357 15,047,388 82.5% 12,415,357 18,970,515 152.8% 12,415,357 19,919,041 160.4% 

  ⑤特定施設入

 

0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

  ⑥介護老人福

 

0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

  （３）住宅改修 3,179,810 3,194,421 100.5% 3,514,526 2,091,909 59.5% 3,849,243 2,196,504 57.1% 

  （４）居宅介護支

 

36,122,954 43,268,900 119.8% 38,269,490 44,440,020 116.1% 40,179,586 46,662,021 116.1% 

  （５）介護保険施

 

404,336,356 404,352,365 100.0% 407,441,944 364,771,334 89.5% 407,441,944 383,009,901 94.0% 

  

  

①介護老人福

 

307,944,456 292,329,042 94.9% 307,944,456 249,552,092 81.0% 307,944,456 262,029,697 85.1% 

  ②介護老人保

 

79,269,532 110,677,040 139.6% 82,375,120 115,219,242 139.9% 82,375,120 120,980,204 146.9% 

  ③介護療養型

 

0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

  ④療養病床（医

 

17,122,368 1,346,283 7.9% 17,122,368 0 0.0% 17,122,368 0 0.0% 
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図表３－7 第 4 期給付実績表（２） 

 

 

単位:円

 

 

  

平成 21年 平成 22年 平成 23年度 

計画 実績 
達成

率 
計画 実績 

達成

率 
計画 実績見込 

達成

率 

（Ⅱ）介護予防給付費

 

34,187,008 38,376,362 112.3% 37,437,555 44,402,808 118.6% 38,404,510 46,622,950 121.4% 

  （１）介護予防サ

 

28,454,012 30,752,500 108.1% 30,622,665 33,444,189 109.2% 31,365,983 35,116,400 112.0% 

  

  

①訪問介護 5,785,726 6,169,338 106.6% 6,232,036 7,688,520 123.4% 6,232,036 8,072,946 129.5% 

  ②訪問入浴介

 

41,079 0 0.0% 49,295 0 0.0% 49,295 0 0.0% 

  ③訪問看護 411,295 0 0.0% 402,431 40,077 10.0% 402,431 42,081 10.5% 

  ④介護予防訪

 

0 89,568 0.0% 0 67,176 0.0% 0 70,535 0.0% 

  ⑤居宅療養管

 

896,837 0 0.0% 986,521 0 0.0% 1,085,173 0 0.0% 

  ⑥介護通所介

 

19,055,000 16,926,525 88.8% 20,571,160 15,345,981 74.6% 21,184,829 16,113,280 76.1% 

  ⑦通所リハビ

 

1,311,193 6,073,524 463.2% 1,355,813 8,141,850 600.5% 1,355,813 8,548,943 630.5% 

  ⑧短期入所生

 

0 511,627 0.0% 0 296,955 0.0% 0 311,803 0.0% 

  ⑨短期入所療

 

0 0 0.0% 0 18,090 0.0% 0 18,995 0.0% 

  ⑩特定施設入

 

0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

  ⑪福祉用具貸

 

693,826 733,950 105.8% 706,729 1,527,300 216.1% 735,670 1,603,665 218.0% 

  ⑫特定福祉用

 

259,056 247,968 95.7% 318,680 318,240 99.9% 320,736 334,152 104.2% 

  （２）地域密着型

 

888,192 2,434,158 274.1% 1,776,384 5,744,772 323.4% 1,776,384 6,032,011 339.6% 

  

  

① 認知症通所 

  

0 1,355,661 0.0% 0 2,975,895 0.0% 0 3,124,690 0.0% 

  ②小規模多機

 

888,192 1,078,497 121.4% 1,776,384 2,768,877 155.9% 1,776,384 2,907,321 163.7% 

  ③認知症共同生

 

0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

  （３）住宅改修 896,837 1,411,064 157.3% 986,521 1,079,887 109.5% 1,085,173 1,133,881 104.5% 

  （４）居宅介護支

 

3,947,967 3,778,640 95.7% 4,051,985 4,133,960 102.0% 4,176,970 4,340,658 103.9% 

  総給付費（合計） 
770,403,999 805,934,718 104.6% 810,910,595 791,165,441 97.6% 833,535,481 830,723,715 99.7% 

  →（Ⅲ）＝（Ⅰ）

   保険料の基本額：保険料Ⅲ（月額） ３，９９０円 
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２．サービス資源（基盤）の現況（計画基盤整備実績含む） 

平成１２年に介護保険が導入された当初は、基幹型介護センター（核）と

なる西郷村在宅介護支援センターを設置し、本村を北部・中部・南部の３つ

の生活圏域分け、圏域ごとの地域型支援センターとして、北部地区在宅介護

センター、中部地区在宅介護センター、南部在宅介護センターを設置して、

在宅系サービスの提供をする拠点を整備しました。また、施設系として、福

島県社会福祉事業団が運営する既設の特別養護老人ホームやまぶき荘（定員

100 人）とさつき荘（定員 100 人）を介護老人福祉施設として位置づけま

した。さらに平成 16 年に介護老人保健施設（定員 100 人）を整備していま

す。 

平成 1８年、法改正により地区在宅介護センターを廃止し、基幹型介護セ

ンターを地域包括支援センターとして再編し、生活圏域も北部、中部、南部、

新南部の４地区に再編しました。また、第３期計画から第４期にかけて、地

域密着サービスとして認知症対応型共同生活介護（グループホーム）1 か所、

認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）２か所、小規模多機能型居宅

介護４か所を計画しました。みなし指定としてグループホーム１事業所が認

知症対応型共同介護として移行し、新規に認知症対応型通所介護が 1 事業所、

小規模多機能型居宅介護が１事業所開設されています。 

（１） 介護保険指定事業者の状況 

村内の在宅介護保険事業、施設系介護保険事業、居住系介護保険事業、地

域密着型介護保険事業のサービス提供の状況は、ほぼ日常生活圏域ごとに整

備しており、その状況については次の表のとおりとなっています。 
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図表３－８ 北部地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 区 分 種類 名称 

北部 

在宅 

介護支援事業所 

① 丸光居宅介護支援事業所 

② あかりケアプランセンター 

③ 居宅介護支援事業所さくらさくら 

訪問介護 ④丸光ケアサービス白河支店 

訪問入浴介護 ⑤丸光ケアサービス白河支店 

施設   

地域密着型   
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図表３－９ 中部地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 区 分 種類 名称 

中部 

在宅 

介護支援事業所 ⑥西郷村社会福祉協議会 

訪問介護 ⑦西郷村社会福祉協議会 

訪問入浴介護 ⑧西郷村社会福祉協議会 

通所介護 ⑨やすらぎの家 

居宅療養管理指導 

⑩いわしなクリニック 

⑪海野歯科医院 

⑫内藤歯科医院 

施設   

地域密着型 
小規模多機能型居

宅介護 
⑬ケアホームけるん 
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図表３－10 南部地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 区 分 種類 名称 

南部 

在宅 

介護支援事業所 

⑭アイランド西郷居宅介護支援事業所 

⑮西の杜居宅介護支援事業所 

⑯あい居宅介護支援事業所 

訪問介護 

⑰アイランド介護センター西郷 

⑱ヘルパーステーションつくしんぼ 

⑲テーシーサービス 白河営業所 

通所介護 ⑳ふれあいの家 

短期入所生活介護 
○21福島県さつき荘 
○22福島県やまぶき荘 

居宅療養管理指導 
○23福島県太陽の国病院 
○24芳賀医院歯科室 

施設 介護老人福祉施設 
○25福島県さつき荘 

○26福島県やまぶき荘 

地域密着型   
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図表３－11 新南部地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 区 分 種類 名称 

新南

部 

在宅 

介護支援事業所 
○28 ニコニコ居宅介護支援事業所 

○29 ひまわり居宅介護支援事業所 

訪問介護 
○30 ニコニコヘルパーステーション 

○31 ヘルパーステーション あったかはぁーと 

訪問看護 ○32 ニコニコ訪問看護ステーション 

訪問リハビリテーシ

ョン 

○33 ニコニコリハビリ 

○34 ニコニコ訪問看護 

通所リハビリテーシ

ョン 
○35 ニコニコリハビリ 

短期入所療養介護 ○36 ニコニコリハビリ 

居宅療養管理指導 

○37ニューロクリニック 

○38 かねこクリニック 

○39 いがらし歯科クリニック 

○40 ゆりのき歯科クリニック 

○41 さくら薬局白河店 

施設 介護老人保健施設 ○42 ニコニコリハビリ 

地域密着型 

認知症対応型通所

介護 
○43 ひまわりの家 

認知症対応型共同

生活介護 
○27 ひよりの里 
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図表３－12 全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 区 分 種類 名称 

全体 

全体 
包括支援センター ○44 西郷村地域包括支援センター 

在宅 福祉用具販売貸与 ○45 アイミーサービス 
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（２）計画基盤整備実績の状況 

介護基盤の整備につきましては、介護老人福祉施設として2施設200人、

介護老人保健施設として 1 施設 100 人、特定施設として高専賃 1 施設 22

人、地域密着型として認知症対応型共同生活介護 1 施設 18 人の合計で

340 人の定員の施設が整備されています。このことは第 4 期計画までの施

設入所者の参酌標準である「要介護 2 以上の 37％以下」の見かけの充足率

は 93.2％で十分満たされているということになります。しかし現実的には

それらの施設には住所地特例として、多くの他市町村の被保険者が入所して

いますので、実際の充足率は西郷村の被保険者数として参酌すると 37.9％

でほぼ、国の基準通りとなります。地域密着サービスの提供については第 3

期・第 4 期計画において提案していますが、実績として 2 事業者が事業参

入し、33.3％の率に留まっている状況です。参入業者が少なく、今後「地

域包括ケアシステム」の構築をする上で、これらのサービス提供は必要不可

欠なため、第 5 期計画においても今までとおり、引き続き整備を進めます。 

図表３－13 計画基盤整備実績 

 

単位：人 

区 分 種 類 名 称 定 員 西郷村の入所者 

施設系 

介護老人福祉施設 福島県さつき荘 

福島県やまぶき荘 

100 

100 

32 

35 

介護老人保健施設 
ニコニコリハビリ 100 9 

居住系 特定施設 高専賃こもれび 2２ 0 

地域密着型 認知症対応型共同生活介護 ひよりの里 18 5 

その他 村以外の施設への入所者   58 

合計 34０ 139 

村の要介護 2 以上の認定者数 367 367 

参酌標準による充足率（37％以下） 92.6％ 37.9％ 

                   西郷村の入所者は平成 23 年７月３１日現在 
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第第４４章章  介介護護保保険険事事業業計計画画のの概概要要  

1. 計画策定の前提条件  

第 4 期計画までは、参酌標準（いわゆる 37％の参酌標準）を基本として施設・

居住系サービス量の見込み量の推計をしてきましたが、第 5 期計画から参酌標準の

適用が廃止されました。そのため本村では、この参酌標準に変えて、介護保険制度

の根幹である自助・共助・公助のバランスと住み慣れた地域での生活を希望する高

齢者が、在宅での生活維持を可能とする「地域包括ケアシステム」の構築を図るた

め、平成 23 年 1 月、日常生活圏域ニーズ調査を実施し、より地域実情に合わせる

ことにしました。また、第４期計画までは日常生活圏域を４地区としていましたが、

より充実した介護サービスや生活支援とするため、第５期計画から小学校区を圏域

としています。 

計画策定にあたっては、日常生活圏域ニーズ調査を基に、分析した結果と事業実

績サービス提供量を勘案の上、個々のサービスの提供量の推計をしました。地域支

援事業も同様、各種推計と日常生活圏域ニーズ調査を基に、分析した結果から勘案

してサービス提供量を推計しています。 

２.  サービス利用者数及び利用量見込みの推計 

（１）施設・居住系サービス利用者数の推計 

利用者実績、日常生活圏域ニーズ調査の結果等を勘案し、計画期間における１

か月あたりの利用者数を推計しました。 

 

（２）標準的居宅サービス・標準的地域密着型サービス受給者対象者数の推計 

介護予防事業などの事業効果を勘案し、認定者から施設・居住系利用者数を減

じ基礎数を推計した上で、日常生活圏域ニーズ調査の結果等から受給率を勘案し

て推計しました。 

 

（３） 介護給付費等に係る居宅サービスなどの年間必要量の推計 

要介護度別の標準的居宅サービス受給者数に、給付実績や日常生活圏域ニーズ

調査の結果等から推計したサービス・要介護度別の利用率を勘案してサービス・

要介護度別の月あたりの利用者数を推計しました。サービス・要介護度別の月あ

たりのサービス必要量はサービス・要介護度別の月あたりの利用者数に、推計し

た利用回数を勘案して算出しており、その必要量に12か月を乗じたものが年間の

サービス・要介護度別の必要量（回数・日数）となっています。 

居宅療養管理指導、福祉用具貸与等については、月当たりのサービス利用者数

に12か月を乗じ推計しました。 

地域密着型サービス、介護予防給付の年間必要量については、居宅サービスと同

様に、これまでの給付実績や日常生活圏域ニーズ調査の結果等から勘案して推計
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しました。 

（４） 地域支援事業対象者数の推計 

二次介護予防事業対象者出現率から該当者数を推計するとともに、参加率から

の事業費の推計、ニーズ調査結果から世帯状況の権利擁護・生活支援事業の推計、

ニーズ調査の借家率の結果から必要な住宅整備数の推計をしました。 
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第第５５章章  介介護護給給付付費費等等対対象象ササーービビススのの計計画画  

介護給付費等対象サービスを計画するに当たり、国勢調査（平成12年・17

年・２２年）などの資料から計画期間内の高齢者人口や被保険者数の推計をし、

平成2０年度から平成２２年度のサービス実績からの給付分析、日常生活圏域ニ

ーズ調査の集計分析、一人暮らしの高齢者世帯数、認知症出現数（リスクのあ

る方を含みます。）、介護認定者出現率、低所得者層の状況を総合的に勘案し、

以下について策定しました。 

１. 居宅サービス（介護給付） 

① 給付実績の分析 

平成20年度から平成2２年度までの3年間の月別の給付実績を集計分析し、

現状評価をしました。（資料編参照） 

② サービス推計必要量 

①の給付実績の集計分析と日常生活圏域ニーズ調査分析を勘案してサービ

ス必要量を推計しました。 

③ サービス付高齢者向住宅に関連するサービスについて 

第４期計画実績と日常生活圏域ニーズ調査分析を勘案してサービス必要量

を推計しました。 

 

２. 地域密着サービス 

① 給付実績の分析 

平成20年度から平成2２年度までの3年間の月別の給付実績を集計分析し、

現状評価をしました。（資料編参照） 

② サービス推計必要量 

① の給付実績の集計分析と日常生活圏域ニーズ調査分析を勘案してサービ

ス必要量を推計しました。 

③ サービス基盤の整備について 

第４期計画実績と日常生活圏域ニーズ調査分析を勘案してサービス基盤量

を推計しました。 

 

３.  介護予防サービス 

① 給付実績の分析 

平成20年度から平成2２年度までの3年間の月別の給付実績を集計分析し、

現状評価をしました。（資料編参照） 
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② サービス推計必要量 

①の給付実績の集計分析と日常生活圏域ニーズ調査分析を勘案してサービ

ス必要量を推計しました。 

４. 施設サービス 

① 給付実績の分析 

平成20年度から平成2２年度までの3年間の月別の給付実績を集計分析し、

現状評価をしました。（資料編参照） 

② サービス推計必要量 

①の給付実績の集計分析と高齢者人口と要介護認定者予測を勘案してサー

ビス必要量を推計しました。 
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第第６６章章  地地域域支支援援事事業業及及びび高高齢齢者者福福祉祉施施策策  

１. 地域支援事業 

地域支援事業は介護予防事業、包括的支援事業及び任意事業に区分されています。 

（1） 介護予防事業 

介護予防事業は一次介護予防事業と二次介護予防事業に分類され、その事業の

概要については、下表のとおりとなっています。 

図表 6-1 介護予防事業 

 

（２）包括的支援事業 

包括的支援事業は地域包括支援センターが実施します。地域包括支援センターに

は保健師（または地域保健などについて経験のある看護師）、社会福祉士、主任介護

支援専門員を配置しています。 

 

① 介護予防ケアマネジメント事業 

要介護状態区分の細分化を行うとともに、要支援１及び要支援２を対象とし

て、介護予防サービスを提供し、要支援状態の悪化防止、さらには“非該当”

への改善を目指します。これにより、予防給付対象者の１０％程度、要介護へ

の悪化を防止することを目標にしています。 

 

 

事業名 事業内容等 

一
次
介
護
予
防
事
業 

介護予防普及啓発事業 

お元気運動教室 

シニア健康教室 

認知症予防教室 

健康相談会 

地域サロン活動 

地域介護予防活動支援事業 サポーター養成講座 

二
次
介
護
予
防
事
業 

二次介護予防事業対象者把握事

業 

生活機能評価 

日常生活圏域ニーズ調査 

通所型事業 

運動機能向上事業 

栄養改善事業 

口腔機能向上事業 

訪問型事業 
運動機能向上事業等 

うつ・閉じこもり等認知症の予防・支援事業 

二次介護予防施策評価事業 運動機能向上事業などの検証・評価事業 
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② 総合相談支援・権利擁護 

総合相談支援事業・権利擁護事業は主に社会福祉士が行い、以下のような内容

を実施しています。 

・ 地域におけるネットワーク構築業務 

地域におけるさまざまな関係者のネットワークを構築しています。 

・ 実態把握業務 

ネットワークを活用しながら、高齢者の心身の状況、家族の状況等について

実態把握を行っています。 

・ 総合相談支援・権利擁護事業 

高齢者からの相談を受けます。利用者への訪問や情報収集を行って必要なサ

ービスを探し、つなげます。必要のある人には、特に権利擁護の観点から支援

を行っています。 

③ 包括的継続的ケアマネジメント業務 

包括的・継続的ケアマネジメント業務については主に主任介護支援専門員が

行い、以下のような業務を行っています。 

・ 地域の介護支援専門員（ケアマネジャー）へ個別指導をしたり、相談に乗っ

てアドバイスを行っています。 

・ 地域の介護支援専門員や居宅介護支援事業者への支援を行っています。 

・ 地域におけるさまざまな社会資源との連携、協力体制の整備を行っています。 

（３） 任意事業 

図表 6-2 任意事業 

施策・事業 内容／方向性 

介護給付適正化事業 ケアプランチェック等事業 

家
族
介
護
支
援
事
業 

家族介護支援事業 家族慰労金支給事業 

認知症高齢者見守り事業 「総合事業」で検討 

家族介護継続支援事業 〃 

その他  

そ
の
他
事
業 

成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業 

福祉用具・住宅改修支援事業 各種検討会・研修会の参加など 

地域自立生活支援事業 
その他 

高齢者の住まいの確保に資する事業 

介護サービスの質の向上に資する事業 

地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業 

高齢者の生きがいと健康づくり事業 
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２. 高齢者福祉施策 

（１） 福祉施策として、村独自に実施する事業（一般財源） 

図表 6-3 福祉施策 

施策・事業 内容／方向性 
実施場所又は実施

方法 

老人はり・きゅう・マッサージ施

術費用の助成事業 

70 才以上、または 65 才以上で障がい者手

帳１、２級を持っている高齢者が、はり・き

ゅう・マッサージ等の施術を受ける場合、そ

の費用の一部を助成します。 

給付 

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

65 才以上で要介護３以上の方、ひとり暮らし

または高齢者世帯の方に対して、寝具の洗濯乾

燥消毒を行います。 

給付 

高齢者就業機会確保事業  

高年齢者の就業機会の増大と生きがいの

充実を図るとともに、高年齢者の経験や能力

を生かした活力ある地域社会づくりを行う

事業を行います。 

 シルバー人事センターへの運営費補助や

広報・HP への掲載を行っていきます。 

補助 

訪問理美容サービス事業 

65 才以上で理美容院へ出向くことが困難

な、要介護４以上で、ひとり暮らしや高齢者

世帯の方などに対して、訪問して理美容のサ

ービスを行います。 

給付 

寝たきり等高齢者紙おむつ支給事

業 

65 才以上の介護保険認定者で、常時紙お

むつを利用している方に対して、給付券を支

給します。 

給付 

温泉健康センター無料開放事業 

７0 才以上の方に、温泉健康センター「高齢

者無料証明書」を発行します。 

また、毎月第２、第４水曜日に予約制の

無料送迎バスを運行します。 

給付/支援 

老人温泉利用助成事業 

60 才以上の方に対して、甲子温泉の旅館等

に宿泊するときの宿泊料金の一部を助成し

ます。 

助成 

老人日常生活用具給付事業 

おおむね 65 歳以上のひとり暮らしの方

に対して自動消火器、電磁調理器を給付しま

す。 

給付 

敬老事業 

・敬老祝金支給事業 

長寿のお祝いに、村では毎年「敬老の日」

にあわせて敬老祝金を支給します。 

支給 

・百歳賀寿祝金支給事業 

100 歳の誕生日を迎えられた方に、祝状

及び百歳賀寿祝金を贈呈します。 

支給 

・敬老事業会開催事業 

75 歳以上の村民の方を対象に記念式典

や記念品の配布を実施します。 

村民体育館 
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施策・事業 内容／方向性 
実施場所又は実施

方法 

移送サービスプロジェクトの実施 

 

生活路線バスについてコースと本数の見

直しを行い、新白河駅を起点とし、村内公共

施設等を結ぶ北部循環・南部循環の２コース

の運用を継続します。 

福祉移送サービスとして、社会福祉協議会

やNPO 等が有償による移送サービスを提供

します。 

介護移送サービスとして、介護保険事業者

の指定を持つタクシー事業者等による移送

サービスを介護サービスとして提供します。 

サービス提供 

／支援 

高齢者にやさしい住まいづくり 

高齢者向け段差の解消や手摺りの設置、引

き戸などの改修によりバリアフリー化を図

ります。 

手すりの取り付けや段差解消などの住宅

改修をした際、20 万円を上限に費用を支給

します。 

助成 

住宅改修支援事業（理由書作成） 
一般施策として住宅改修支援事業を実施

します。 
支給 

 

（２） 介護の予防に関して村独自に実施する事業（一般財源） 

図表 6-４ 介護予防関連 

施策・事業 内容／方向性 
実施場所又は実施

方法 

健康ウオーキング事業 

・健康ウオーキングマップの作成 

・健康ウオーキング大会の開催 

・ウオーキング協会の活動支援 

保健福祉センター 

／支援 

健康体操 

・保健福祉センター・文化センター・村民体

育館を会場にインストラクターによる体操

指導を行います。 

保健福祉センター 

／支援 

各種検診 

・特定健康診査 

 40 歳以上 75 歳未満の方を対象にした、

「特定健康診査・特定保健指導」を円滑に実

施・支援します。 

・後期高齢者医療健康診査（75 歳以上） 

・がん検診（肺がん・胃がん・大腸がん・子

宮がん・乳がん） 

・骨粗しょう症検診 

・肝炎検査 

保健福祉センター/

支援・支給 
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施策・事業 内容／方向性 
実施場所又は実施

方法 

健康教室・健康相談 

・各種検診結果から、集団及び個別で健康教

育、相談を実施します。 

・病態別にできるよう、自己管理できるよう

に生活習慣の支援を実施します。 

・保健福祉センター、高齢者生活支援センタ

ーを会場にして、料理教室などを行います。 

保健福祉センター 

高齢者生活支援セ

ンター 

／支援 

食育プロジェクト 

・伝達講習による普及とインターネット等に

よる情報提供を行います。 

・高齢者簡単料理教室（身近な材料で手軽に

できてバランスの取れた食事）を実施しま

す。 

・健康づくり料理教室（ヘルシー、減脂、減

塩、食物繊維、カルシウム摂取等、バランス

のとれた食事）を実施します。 

・郷土料理教室（地産地消、地元の季節に収

穫された野菜を使用、安心、安全、安価）を

実施します。 

・歯科健康教室を開催します。 

保健福祉センター 

高齢者生活支援セ

ンター 

／支援 

コミュニティーの形成 

・生涯学習関連施設の有効活用 

生涯学習課と連携し、高齢者の生きがい対策

として生涯学習関連施設や生涯学習講座な

どの有効活用を図ります。 

・ボランティア養成・研修 

 ボランティアの育成にあたっては、今後育

成すべき分野を関係機関が検討する機会を

もち、地域のニーズに応じた育成を行いま

す。 

ボランティア参加者の専門性及び技能等の

向上を図るため、学習機会を提供します。 

文化センター 

／支援 

生き生きサロン 

第４期に引き続き、「いきいきサロン」を開

設します。 

・いきいきサロン参加者に対し、保健師等に

よる健康教育、相談や健康料理教室を実施し

ます。 

・その他のレクリエーションを実施します。 

高齢者生活支援セ

ンター 

／支援  

軽度生活援助事業 

65 才以上で介護保険対象外の方に、自立し

た生活ができるよう家事援助等のサービス

を提供いたします。 

給付 



第第６６章章  地地域域支支援援事事業業及及びび高高齢齢者者福福祉祉施施策策  

 

51 

 

施策・事業 内容／方向性 
実施場所又は実施

方法 

高齢者生活支援ショートステイ事

業 

介護保険対象外の 65 歳以上の高齢者の介

護者、家族に緊急の所用ができ、介護できな

い状況の時に一時的に入所することができ

ます。 

給付 

健康増進事業 
温泉など利用した健康増進事業を実施しま

す。 
助成／給付 

独居高齢者等支援 

・緊急通報サービス 

・災害時要援護者避難支援 

・高齢者見守りネットワーク整備 

給付／ 

支援 

 

３.地域支援事業の展開 

第５期計画より新たなサービス提供を踏まえ、前期計画に引き続き以下の事業を実

施します。 

（１） 介護予防事業 

（２） 包括的支援事業 

（３） 任意事業 

（４） 日常生活支援総合事業 

第５期計画より市町村の主体性を重視し、多様なマンパワーや社会資源の活用を

図りながら、要支援者・二次予防事業対象者に対して、介護予防や配食・見守り

などの生活支援サービス等を、村の判断で提供できることになりました。 

今後、以下について検討を進めます。 

①  要支援者を対象とした介護予防サービスのうち村が定めるサービス（訪問介護、

通所介護等） 

②  要支援者および二次予防事業対象者に対する自立した日常生活の支援のため

の事業（配食、見守り等のサービス） 

③  地域包括支援センターが実施する要支援者（予防給付の対象とならない要支援

者）に対するケアマネジメント事業 

④  財源について 

「総合事業」の財源構成は、これまでの地域支援事業の介護予防事業と同じで

す。現在の介護保険の給付見込額の３％以内という、これまでと同じ上限の中で

のサービスと考えられますので、国・県・他市町村の動向などを見据えるととも

に、以下の点を踏まえ「総合事業」の実施に向けて検討をします。 

・ これまで介護保険の予防給付で行われていたサービスの財源が、地域支援

事業の財源で行われた場合、要支援者のサービス提供は、予防給付では算定
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できないことになりました。 

・ 村の高齢者福祉対策として、一般財源（税金）で委託事業として行ってい

たものについては、「総合事業」要件に合致すれば給付費として算定できるよ

うになりました。 
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第第７７章章  重点施策事業  

１. 高齢者の居住に係る施策との連携 

地域包括ケアを実現するためには、高齢者が心身の状況に応じて、安心し

て生活するための住まいの選択ができる環境整備が求められます。 

平成23 年の高齢者住まい法の改正を受け、福島県が定める「福島県高齢

者居住安定確保計画」に基づき、本村においても高齢者の住まいに関して、

介護保険事業計画に方針を盛り込む必要があります。 

サービス付き高齢者向け住宅は、一定のバリアフリー化が条件となるほか、

入所者の安否確認サービスと生活相談サービスの提供が必須となり、地域包

括ケアシステムの核となることが期待されています。本村では、サービス付

き高齢者向け住宅（定員2４人）は既に開設されていることから、これを高齢

者の住み替えの場として活用することを検討します。また、小規模多機能型

居宅介護についても1か所（登録定員2４人）が既に開設されています。認知

症高齢者等への対応のために創設されたもので、「馴染みの環境」を作り出

すことを基本としていることから、第５期計画では新たに、地域包括ケアシ

ステムの一つの核として、平成２４年度に１か所・平成２５年度に１か所・

平成２６年度に１か所合計で３か所計画（ブランチは含めません。）し、既

存事業所と合わせて４か所でサービスの提供を予定します。 

２. 在宅医療の推進及び地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けるためには、

医療や介護などのサービスが、一体的に切れ目なく提供される仕組みが必要

です。特に、近年、医療サービスを必要とする要介護者が増えてきているこ

とから、第５期計画においては、地域包括ケアシステム及び在宅医療の推進

が必須となっています。特に本村は、広大な行政区域を有する地理的な事情

もあり、かかりつけ医を持つとともに、精密検査、入院治療が必要となった

場合の総合病院や認知症支援策としての精神科等との連携が今後の課題とな

っています。 

日常生活圏域ニーズ調査の結果をみると、高齢者の多くは、在宅での生活

を希望しています。介護や支援を必要とする状態になっても、住み慣れた地

域で安心して暮らし続けることができるよう、地域全体で高齢者を支える仕

組みを構築するため、要介護者等への包括的な支援（地域包括ケア）を推進

します。５つの日常生活圏域を基本として、地域包括ケアを支える各種サー
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ビス提供機関や公共施設、移動手段などの社会基盤、さらには地域における

見守り活動等の自主的な取組など、様々な地域資源の活用を図ります。医療

との連携では、在宅医療を促進するとともに、退院時における医療機関との

連携を強化します。 

また、単身者や重度の要介護者等に対応できるよう、24 時間対応の定期

巡回・随時対応サービスや複合型サービスについても、国の動向や高齢者の

意向を踏まえながら、整備促進等を図ります。 

①  医療機関等との連携強化を図り在宅医療の促進 

②  地域包括支援センターの運営 

③  「24 時間訪問看護事業所」への支援 

④  小規模多機能型居宅介護への訪問看護サービスの付加 

⑤  特定健康診査・特定保健指導（国保等）との連携 

３. 認知症支援策の充実 

地域包括支援センターの相談窓口等において認知症高齢者に関する相談が増

加しています。要介護認定者のうち、日常生活自立度Ⅲ以上の認知症高齢者は

４分の１以上にのぼり、高齢者を介護する家族のストレスから虐待へと発展す

るケースも考えられます。また、判断能力の低下した高齢者を狙った訪問販売

による消費者被害なども心配されます。 

認知症高齢者が尊厳を持ちながら穏やかな生活を送ることができ、家族も安

心して社会生活を営むためには、地域を構成する様々な主体が認知症について

正しく理解し、地域全体で認知症高齢者やその家族の生活を支えていくことが

求められます。そのため、認知症についての正しい理解の普及・啓発を推進す

るとともに、介護保険サービス、介護保険外のサービス、そして地域のボラン

ティア等によるインフォーマルサービスを含めた総合的な支援体制を整備しま

す。 

また、認知症の早期発見・早期対応に向けて、生活機能チェックリストを活

用した対象者の把握に努めるとともに、地域包括支援センターに認知症相談窓

口を設置し、認知症高齢者やその家族の相談に応じます。 

さらに、今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、市民後見人の育

成や活用など、本村における高齢者の権利擁護を充実させます。 

① 日常生活圏域ニーズ調査及び結果分析事業 

② 認知症リスク訪問事業 

③ 閉じこもり等訪問事業 

④ 声かけ、見守り支援 
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⑤ ネットワークの構築 

⑥ 権利擁護支援 

⑦ 認知症サポーターの養成 

⑧ 認知症予防教室の開催 

⑨ 行政区などへの周知・啓蒙活動 

４. 多様な生活支援サービス 

在宅の高齢者が、住み慣れた地域で自立した生活ができるように支援するた

め、本村では様々な生活支援事業に取り組んでいます。平成23 年の介護保険

法の改正により総合事業の制度が創設されたことから、第５期計画では、本事

業の導入について、本村の現状等を踏まえ、検討する必要があります。 

総合事業は、市町村の判断により、要支援者（要支援１・２）及び二次予防

事業対象者に対して、総合的なサービスを提供するため、介護予防、生活支援

（配食、見守り等）、権利擁護、社会参加等の多様なサービスを提供すること

を想定しています。 

本村では、介護保険外サービスの一般高齢者施策として、緊急時通報システ

ムや配食サービス（民生委員等による）、ホームヘルプサービス等の生活支援

事業を実施し、高齢者が安心して自立した生活ができるよう支援しており、第

５期においても引き続き事業を推進します。こうした本村の生活支援事業の現

状とともに、総合事業を導入した場合の長所・短所、そして問題点等を抽出し、

検討を行った結果、本村では第５期計画期間内の総合事業の導入を検討するこ

ととし、第５期計画における導入を見据え、先行自治体の事例研究やモデル事

業の実施等について、検討を進めます。 

５. 高齢者虐待と権利擁護 

自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重されること、つまり、尊

厳をもって生きることは、介護の必要の有無にかかわらず誰もが望むことです。

しかし、家庭や介護施設等による高齢者虐待が深刻化し、社会的な問題となっ

ています。特に、深刻な高齢者虐待が発生する家庭では、高齢者の介護の問題

だけではなく、貧困や心身の障害、地域での孤立等、複雑な問題を抱えている

ことが多い状況にあります。 

また、判断能力が不十分なために、自分の生活にとって必要な福祉サービス

をはじめとする様々な契約を締結することができなかったり、日常的な金銭管

理や重要な財産管理を行うことが困難になったりするなど、様々な困りごとを

抱えている認知症高齢者の問題が顕在化してきています。 
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本村では、高齢者が住み慣れた地域で尊厳をもって生活を送るために、高齢

者の権利擁護に取り組んでいますが、高齢者の人権に対する認識や制度に対す

る理解は十分に浸透していない状況にあります。 

高齢者虐待の防止のため、高齢者の養護者や介護サービス事業者等に対する

支援や相談窓口の充実を図るとともに、虐待を発見した際の通報窓口の周知徹

底や関係機関との連携強化によって、高齢者虐待への早期対応・早期解決に努

めます。 

具体的には、村、地域包括支援センター、民生児童委員協議会等の関係機関

で、地域における高齢者虐待、消費者被害、認知症高齢者等の情報を共有しま

す。なお、緊急度や事件性が高いと判断した場合には、西郷村虐待防止ネット

ワークなどの関係機関と連携しつつ、早期対応・早期解決を図ります。 

さらに、認知症高齢者など判断能力が不十分な方の財産や権利を護るため、

成年後見制度の活用と市民後見人の養成を推進するとともに、消費者被害の防

止など、高齢者が安心して尊厳ある生活を維持することができるように、関係

機関との連携を強化し、迅速かつ的確な支援を行います。 

① 虐待に関する住民意識の向上と相談窓口の周知 

② 虐待の早期発見及び通報体制の整備 

③ 施設内における虐待防止の促進 

④ 地域包括支援センターによる権利擁護の実施 

⑤ 成年後見制度の利用支援 

⑥ 市民後見人の育成・活用 

 

６. 介護給付適正化等 

高齢化の進行や介護保険制度の村民生活への浸透に伴い、介護サービス利用

者は増加し、これと併せて介護給付費も年々増加傾向にあります。本村の介護

給付費は事業計画期間（３年間）ごとに約１億円弱程度上昇を続けており、こ

れに伴い被保険者が負担する介護保険料も、上昇の一途を辿っています。一方、

要介護高齢者等の身体状況の改善やＱＯＬの向上につながらない不適切なサー

ビスの提供等も見受けられます。そこで、介護給付費と保険料負担の上昇を抑

制するため、第５期計画においても、引き続き介護給付適正化に取り組み、村

民の介護保険制度に対する理解と信用を深めていく必要があります。 

介護給付適正化事業の推進など介護給付費の上昇を抑制するため、介護給付

適正化の主要５事業（認定調査の点検、ケアプランの点検（PCによる補充点検

を加える）、住宅改修の点検、介護給付請求の縦覧点検・医療情報との突合、
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介護給付費通知）を前期計画に引き続き取り組みます。 

また、第３期計画まで財源を第１号被保険者の保険料に求めていた特別給付

費（紙おむつ給付費）については、第4期計画から村税を財源として実施して

いますが、第５期計画においても引き続き、村税を財源として実施します。 

介護保険制度に対する理解の平準化を図るとともに、介護サービスの適正利

用を促進するため、事業者連絡会等を活用して、村としての基準や事務手続、

サービス提供に対する考え方などの情報を、訪問系・通所系・居住系の各サー

ビス事業所に提供します。 

介護保険制度は、介護を社会全体で支える仕組みであることから、制度に対

する村民の理解は不可欠です。しかしながら、各種委員会や村民からの意見で

は、「制度の仕組みが分からない」といった声が多くあったことから、第５期

計画では、介護サービスを利用している方やその家族だけでなく、広く一般村

民に対し、制度の理念や仕組み、サービス内容等、介護保険制度全般について、

わかりやすく広報・周知します。 
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第第８８章章  介介護護保保険険料料  

１. 第 5 期介護保険料 

本村の保険料は以下の通りとします。さらに、図表８－１に示した

所得段階の負担割合によって、個人の保険料額が決定されます。 

 

 

※各段階別基準年額 

＝ ５,５００円（基準月額）×12 か月×各段階別の割合 

 

所得の低い方への保険料等の負担軽減として、以下の弾力化を実施します。 

 

①   各段階の基準額に対する割合を変更します。 

②   国が示す基準段階（第６段階）を１０段階とし、基準所得金額を変

更（細分化）します。 

③  利用料の軽減は、特定入所者介護サービス費による負担限度額（日

額）が設けられています。また、負担額の上限を超えた場合には「高

額介護（予防介護）サービス費」「高額医療合算介護サービス費」と

して介護保険及び医療保険などから給付されます。さらに社会福祉法

人等による低所得者に対する利用者負担軽減として国、県、村、社会

福祉法人等が負担しています。 
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図表 8-1 各所得段階の対象者と基準額に対する割合 

  

所得段階 対  象  者 
基準額に 

対する割合 
月額 年額 

第１段階 
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世

帯全員が住民税非課税の方 
0.50 2,750 円 33,000円 

第２段階 

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年

金収入額と合計所得金額の合計が年額 80

万円以下の方 

0.50 2,750 円 33,000円 

第３段階 

 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年

金収入額と合計所得金額の合計が年額 120

万円以下の方 

0.65 3,575 円 42,900円 

第４段階 

 

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年

金収入額と合計所得金額の合計が年額 120

万円 を超える方 

0.75 4,125 円 49,500円 

第５段階 

本人が住民税非課税で、合計所得金額が本

人の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が年額 80万円以下の方  

0.80 4,400 円 52,800円 

第６段階 

（基準） 

本人が住民税非課税で、本人の課税年金収

入額と合計所得金額の合計が年額 80 万円

を超える方 

1.00 5,500 円 66,000円 

第７段階 

本人が住民税課税で本人の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が年額 125万円未満

の方 

1.25 6,875 円 82,500円 

第８段階 

本人が住民税課税で本人の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が年額 125万円以上

の方 

1.55 8,525 円 102,300円 

第９段階 

本人が住民税課税で本人の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が年額 200万円以上

の方 

1.80 9,900 円 118,800円 

第 10 段階 

本人が住民税課税で本人の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が年額 300 万円以

上の方 

2.00 11,000円 132,000円 
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２. 介護保険の算出方法 

（１）介護保険料の算出方法 

第 4 期計画まで、標準給付見込額を推計するにあたり、前提条件である

提供量の決定は、給付実績と国が示す参酌標準を用いていました。第５期

計画の策定からは参酌標準が撤廃されたことを受けて、第 4 期計画の検証

と日常生活圏域ニーズ調査により、地域の課題や介護サービスの必要量を

明確にし、課題に対応すべく、提供量を決定しました。 

（２）介護保険料算出の概要 

１号被保険者の介護保険料算出の流れは、概ね次のようになります。 

図表８－２介護保険料算出の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 標準給付費見込額の計算 
平成２４～２６年度の標準給付費見込額を計算します。 
  

★サービス給付費の推計 
  
平成 2４～2６年度の介護サービ 
ス、介護予防サービスの総給付 
費を推計します。 
  

★特定入所者介護サービス費 
等の推計 
平成 2４～2６年度の特定入所者 
介護サービス費、高額介護サー 
ビス費、審査支払手数料 
を推計します。 
  

 

介護保険料算出の概要 

保 
険 
料 
算 
出 
の 
基 
と 
な 
る 
費 
用 

★地域支援事業費の推計 
  
平成 2４～2６年度の地域支援事 
業費を推計します。 
  

★財政安定化基金拠出金の推計 
  
平成 2４～2６年度の財政安定化 
基金拠出金の額を推計します。 
  

● １号被保険者負担額の計算 
平成 2４～2６年度の計算された介護保険費用のうち１号被保険者の 
実質的な負担となる額を推計します。 

★保険料の基準月額の計算 
  
被保険者数（所得段階補正後）、予定収納率等から、 
１号被保険者の平成 24～26 年度の基準額を計算します。 
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３. 保険料算出の詳細 

保険料の算出は給付費見込額（介護費用の90%、残りの10%は利用者負担額）

と特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、審査支払

手数料を加えた標準給付費見込額と、地域支援事業費で構成されます。 

（１）給付費（介護費用の90%） 

給付費の見込額をサービス別にまとめると、下表（図表8-3、図表8-4）

のとおりとなります。要介護認定における要介護認定者対象の介護給付と

要支援認定者対象の介護予防給付それぞれの給付費を見込んでいます。 
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（２） 標準給付費見込額 

第１号被保険者の保険料算定の基礎となる標準給付費見込額は、（１）の

総給付費に特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付

額、審査支払手数料と地域支援事業費で下表のとおりとなります。 

図表 8-5 標準給付費見込額 

  平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 合計 

総給付費 899,874,496円 996,254,241円 1,074,786,352円 2,970,915,089円 

特定入所者介護サービス費等給付額 37,690,090円 42,280,071円 44,394,075円 124,364,236円 

高額介護サービス費等給付額 13,875,849円 15,904,427円 16,700,149円 46,480,425円 

高額医療合算介護サービス費等給付額 2,730,000円 2,910,000円 3,055,000円 8,695,000円 

審査支払手数料 1,160,000円 1,296,000円 1,360,000円 3,816,000円 

標準給付費見込額 955,330,435円 1,058,644,739円 1,140,295,576円 3,154,270,750円 

 

  平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 合計 

地域支援事業費 24,594,000円 26,284,500円 27,980,000円 78,858,500円 

（参考）保険給付費見込額に対する割合 2.58% 2.49% 2.46% 2.50% 

 

（３） 介護費用と財源内訳（負担区分） 

① 財源内訳（負担区分）居宅・施設給付費 

介護保険料の算定の基準となる介護給付費等の負担割合を図示すると、

概ね次のようになります。 

図表 8-6 介護給付費の負担割合 

 国 都道府県 市町村 
第２号 

被保険者 

第１号 

被保険者 

居宅給付費 

第３期 25.0％ 12.5％ 12.5％ 31.0％ 19.0％ 

第４期 25.0％ 12.5％ 12.5％ 30.0％ 20.0％ 

第５期 25.0％ 12.5％ 12.5％ 29.0％ 21.0％ 

施設等給付費 

第３期 20.0％ 17.5％ 12.5％ 31.0％ 19.0％ 

第４期 20.0％ 17.5％ 12.5％ 30.0％ 20.0％ 

第５期 20.0％ 17.5％ 12.5％ 29.0％ 21.0％ 

 

１号被保険者の負担は、第4期計画では介護給付費の20％でしたが、第

5期計画では21％が標準的な負担となります。また、２号被保険者は、第

4期計画では３０％でしたが、第５期計画では29％となります。介護保険

費用の半分が被保険者の負担であることは変わりません。 

国、都道府県、市町村の負担割合は居宅給付費と施設等給付費で異なり、
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居宅給付費では、国が25％、都道府県が12.5％、市町村が12.5％となり

ます。また、施設等給付費では、国が20％、都道府県が17.5％、市町村

が12.5％となります。 

国負担の居宅給付費25％、施設等給付費20％のうち、それぞれ５％に

当たる額は、市町村間の財政力格差を調整するための「調整交付金」とし

て交付されます。この調整交付金の割合は標準的には５％ですが、各市町

村の後期高齢者の割合や第１号被保険者の所得水準に応じて変動します。

それによって、１号被保険者の負担割合も変わることになります。 

 

② 地域支援事業費用 

地域支援事業の費用についても、介護保険料算定の基準となります。そ

の費用の負担割合は、以下のようになっています。 

図表 8-7 地域支援事業費の負担割合 

 国 都道府県 市町村 
第２号 

被保険者 

第１号 

被保険者 

介護予防事業費 

第３期 25.0％ 12.5％ 12.5％ 31.0％ 19.0％ 

第４期 25.0％ 12.5％ 12.5％ 30.0％ 20.0％ 

第５期 25.0％ 12.5％ 12.5％ 29.0％ 21.0％ 

包括的支援事業費 

任意事業費 

第３期 40.5％ 20.25％ 20.25％ － 19.0％ 

第４期 40.0％ 20.0％ 20.0％ － 20.0％ 

第５期 39.50％ 19.75％ 19.75％ － 21.0％ 

 

地域支援事業については、実施する事業によって費用の負担割合が異な

ります。地域支援事業のうち、介護予防事業の費用については居宅給付費

の負担割合と同じですが、包括的支援事業、任意事業の費用については第

２号被保険者の負担はなく、１号被保険者の保険料と公費によって賄われ

ています。 

 

（４） １号被保険者の介護保険料 

村の平成2４年度から2６年度までの３年間の介護サービスの標準給付

費見込額と地域支援事業費は、総額約３２億３千万円と推計されます。こ

れに、調整交付金見込額等により、保険料収納必要額を算出し、村の第１

号被保険者の介護保険料基準額を求めます。 

第１号被保険者の保険料を試算した結果、平成2４年度からの村の保険

料基準月額は、５,５００円と推計されます。 

なお、今期は保険料の上昇を緩和するために、財政安定化基金を取崩し

ます。 
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図表8-8 介護保険料の算出 

   
平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 合 計 

（A）標準給付費見込額 955,330,435円 1,058,644,739円 1,140,295,576円 3,154,270,750円 

（B）地域支援事業費 24,594,000円 26,284,500円 27,980,000円 78,858,500円 

（C）第１号被保険者負担分相当額 
205,784,132円 227,835,140円 245,337,871円 678,957,143円 

【（A+B）×第１号被保険者負担割合 0.20】 

（D）調整交付金相当額【A×0.05】 
47,766,522円 52,932,237円 57,014,779円 157,713,538円 

（E）調整交付金見込額 48,149,000円 53,356,000円 57,471,000円 158,976,000円 

（F）財政安定化基金拠出金見込額 
    

【(A＋B)×0.0000】 

（G）財政安定化基金拠出金償還金     

（H）介護給付費準備基金取崩額         

（I）保険料収納必要額 
      674,085,680円 

【C＋D－E＋F＋G－H】 

（J）予定保険料収納率 96.00%   

（K）所得段階別加入割合補正後被保険者数 3,474人 3,550人 3,625人 10,649人 

（L）保険料基準額（年額）【I÷J÷K】   
  

  65,935円 

（M）保険料基準額（月額）【L÷12】       5,495円 

（5） 保険料の経緯 

図表 8-9 保険料の経緯 
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第第９９章章  ササーービビススのの基基盤盤整整備備  

１.ニーズ調査からの課題 

日常生活圏域ニーズ調査の分析は第２章で行っています。タイプ別認定者推

計において、認知症の推計をみると、要支援１・２で１人、要介護１・２で

４９人、要介護３～５で３５名、合計で８５名の方が該当しています。村内

には対応できる施設として、認知症対応型通所介護事業所が１事業所（利用

定員１２名）と小規模多機能型介護事業所１事業所（利用定員２５名）、認知

症対応型共同生活介護事業所１事業所（定員１８名）の３事業所にとどまっ

ています。利用定員も５５名となっており、推計で３０名の方が他のサービ

スを利用している状況となっています。このことは、認知症を持つ高齢者の

方が、通常の通所介護事業所を利用され、認知症の方と通常の方が混在し、

決め細やかな介護を受けられないといったことが考えられます。また、要介

護３～５の方については、施設に入所していると考えられ、第３章の「計画

基盤整備実績の状況」の中でも説明しましたが、施設入所者数と若干数値の

違いはあるものの、施設系のサービスは充足しているものと推計されます。 

 

図表 9-1 タイプ別認定者推計 

単位：人 

区分 脳卒中 外傷系 筋骨格系 認知症 合計 

要支援 1・2 ２１ １４ ３７ １ ７３ 

要介護 1・2 ３１ １５ ３７ ４９ １３２ 

要介護 3～5 ５６ １５ １７ ３５ １２３ 

合計 １０８ ４４ 91 ８５ ３２８ 
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２. 圏域ごとの整備計画 

第 5 期計画より日常生活圏域を小学校区とし、第４期計画までの４圏域を

５圏域に再編成し、下表のとおりサービス基盤の整備を行います。 

 

図表 9-2 地域密着型サービスの基盤整備(1) 

サービス区分 圏域名 旧圏域名 旧計画 整備数 
新計画 

24 25 26 

小規模多機能型

介護事業所 

小田倉 
南部 １ ０ 

1 0 1 
新南部 １ ０ 

米 
北部 １ ０ １ 0 0 

羽太 

熊倉 
中部 1 １ ０ 0 0 

川谷 

 地域密着型サービスの基盤整備(2) 

サービス区分 圏域名 旧圏域名 旧計画 整備数 
新計画 

24 25 26 

認知症対応型共同

生活介護事業所 

小田倉 
南部 0 ０ 

０ 0 0 
新南部 １ １ 

米 
北部 ０ ０ １ 0 0 

羽太 

熊倉 
中部 ０ ０ 0 0 1 

川谷 

地域密着型サービスの基盤整備(3) 

サービス区分 圏域名 旧圏域名 旧計画 整備数 
新計画 

24 25 26 

認知症対応型通

所介護事業所 

小田倉 
南部 0 ０ 

０ 0 0 
新南部 １ １ 

米 
北部 １ ０ １ 0 0 

羽太 

熊倉 
中部 ０ ０ 0 0 1 

川谷 
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地域密着型サービスの基盤整備(4) 

サービス区分 圏域名 旧圏域名 旧計画 整備数 
新計画 

24 25 26 

地域密着型特定

施設介護事業所 

小田倉 
南部 0 ０ 0 0 0 

新南部 ０ ０ 0 0 0 

米 
北部 ０ ０ 

０ 0 0 

羽太 0 0 0 

熊倉 
中部 ０ ０ 

０ 0 0 

川谷 ０ 0 0 

地域密着型サービスの基盤整備(5) 

サービス区分 圏域名 旧圏域名 旧計画 整備数 
新計画 

24 25 26 

地域密着型老人

福祉施設 

小田倉 
南部 0 ０ 0 0 0 

新南部 ０ ０ 0 0 0 

米 
北部 ０ ０ 

０ 0 0 

羽太 0 0 0 

熊倉 
中部 ０ ０ 

０ 0 0 

川谷 ０ 0 0 

地域密着型サービスの基盤整備(6) 

サービス区分 圏域名 旧圏域名 旧計画 整備数 
新計画 

24 25 26 

地域密着型 24 

時間対応事業所 

小田倉 
南部 0 ０ 0 0 0 

新南部 ０ ０ 0 0 0 

米 
北部 ０ ０ 

０ 0 0 

羽太 0 0 0 

熊倉 
中部 ０ ０ 

０ 0 0 

川谷 ０ 0 0 

地域密着型サービスの基盤整備(7) 

サービス区分 圏域名 旧圏域名 旧計画 整備数 
新計画 

24 25 26 

夜間対応訪問介

護事業所 

小田倉 
南部 0 ０ 0 0 0 

新南部 ０ ０ 0 0 0 

米 
北部 ０ ０ 

０ 0 0 

羽太 0 0 0 

熊倉 
中部 ０ ０ 

０ 0 0 

川谷 ０ 0 0 
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地域密着型サービスの基盤整備(8) 

サービス区分 圏域名 旧圏域名 旧計画 整備数 
新計画 

24 25 26 

複合サービス 

小田倉 
南部 0 ０ 0 0 0 

新南部 ０ ０ 0 0 0 

米 
北部 ０ ０ 

０ 0 0 

羽太 0 0 0 

熊倉 
中部 ０ ０ 

０ 0 0 

川谷 ０ 0 0 

３．圏域ごとの整備イメージ 

 

ひよりの里  

（グループホーム） 

ケアホーム けるん  

（小規模多機能型居宅介護） 

 介護基盤計画  

（認知症対応型通所介護）  

 

介護基盤計画  

（小規模多機能型居宅介護） 

  

  

 

羽太地区 

米地区 

熊倉地区 

川谷地区 

小田倉地区 

介護基盤計画  

（小規模多機能型居宅介護） 

  

  

 

介護基盤計画  

（グループホーム）  

  

 

介護基盤計画  

（認知症対応型通所介護）  

 

ひまわりの家  

（認知症対応型通所介護）  

 

介護基盤計画  

（グループホーム）  
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第第１１００章章  資資料料編編  

１. 給付データー分析（別冊） 

２. 日常生活圏域ニーズ調査分析結果（別冊） 

 



 



第第 1111 章章  検検討討組組織織・・協協力力機機関関  

76 

第第１１１１章章  検検討討組組織織・・協協力力機機関関  

１. 西郷村介護保険運営協議会 

 
区 分 氏 名 役 職 名 

識見を有する者 

（第４条第１項第１号） 
民生委員 圓谷 光良 西郷村民生児童委員協議会会長 

保健、医療、福祉関係者 

（第４条第１項第２号） 

医  師 佐藤  健 ニューロクリニック院長 

介護老人福祉

施設代表 
高久 健阿 

(社)福島県社会福祉事業団 

   福島県さつき荘園長 

居宅介護支援

事業者代表 
鈴木 香子 

(社)西郷村社会福祉協議会 

   指定居宅介護支援事業管理者 

 (社)西郷村社

会福祉協議会 
西坂 雄治 (社)西郷村社会福祉協議会長  

村議会議員 

（第４条第１項第３号） 

村議会議員 藤田  節夫 
西郷村議会議員 

（文教厚生常任委員会委員長）   

村議会議員 佐藤 富男 
西郷村議会議員 

（文教厚生常任委員会委員） 

被保険者 

（第４条第１項第４号） 

赤十字奉仕団 小針 長子 西郷村赤十字奉仕団副委員長 

老人クラブ 真舩 一生 西郷村老人クラブ連合会会長  

勤 労 者 遠藤  晃 
県南地域連合 

（太陽の国管理センター内）      

任期：平成 23 年 4 月１日～平成 26 年 3 月 31 日 
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２. 西郷村高齢者福祉計画策定検討委員会 

 
区 分 氏 名 所 属 名 

関係機関等に関する者

（第３条第１項第２号） 

介護老人保健

施設代表 
佐藤  健 ニコニコリハビリ        

介護老人福祉

施設代表 
星  典子 福島県やまぶき荘 

介護老人福祉

施設代表 
恩田 克彦 

福島県さつき荘 

        

県出先機関 鈴木 国俊 
福島県県南保健福祉事務所 

高齢者支援チーム  

社会福祉団体 鈴木 孝雄 西郷村社会福祉協議会 

識見を有する者 

（第３条第１項第１号） 
民生委員 大越 捷夫 西郷村民生児童委員協議会 

その他村長が必要と認め

る者 

（第３条第１項第３号） 

家庭奉仕員 遠藤 玉美 西郷村婦人会連絡協議会 

家庭奉仕員 貝森 康子 西郷村ボランティアの会 

西郷村地域包

括支援センタ

ー 

芳賀三代子 西郷村社会福祉協議会 

委嘱期間：平成 23 年 11月 1 日～平成 26 年 10 月 31日 

３．財団法人ふくしま自治研修センター 

平成２３年度共同調査研究事業 

調査研究事業名 

西郷村高齢者福祉計画、第５期介護保険事業計画策定 

担当者 

政策支援部 統括支援アドバイザー兼教授 吉岡正彦 

  主 幹    深谷敏之 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

西西郷郷村村高高齢齢者者福福祉祉計計画画・・第第５５期期介護保険事業計画  

  編編集集・・発発行行  

ホホーームムペペーージジ  

西西郷郷村村健健康康推推進進課課  

〒〒996611--88006611  

福福島島県県西西白白河河郡郡西西郷郷村村小小田田倉倉字字上上川川向向７７６６番番地地１１  
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