参 考資料１

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 針の 改 正（ 案 ）に つ いて

本資料は関 係者 の準備に資するため現時点での案をお示しするものであり、
今後、変更があり得るものである。
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二十 一世紀 の超高齢 社会に おける 介護問 題の解 決を図 るため、 国民の 共同
連 帯の理 念に基 づき、 要介護 者等を 社会全体 で支援 する仕 組みと して、 介護
保険 制度が 創設さ れた。
そ の施行 後サー ビスの提 供基盤 は急速 に整備 され、 サービス 利用者 は着実
に増加 するな ど、介護 保険制 度は我 が国の 高齢期 を支え る制度 として 定着し
て きた。 しかしな がら、 サービ ス利用 者の増 加に伴 い、費 用も急速 に増大 し
ており 、今後 、二千十 五年（ 平成二 十七年 ）には 、いわ ゆる団塊 の世代 が高
齢者 となり 、高齢 化が一層 進展す ること から、 制度の 持続性 を維持し つつ高
齢 者の生 活機能 の低下 を未然 に防止 し、維 持向上 させる ために介 護予防 の推
進体制 を確立 すること が大き な課題 となっ ている 。
さらに 、要介 護高齢者 の多く は認知 症であ り、そ の数は 今後も更 に増加 す
ると見 込まれ ること から、 認知症 高齢者の 特性に 対応し たケア の確立 が急務
で あると ともに 、医療ニ ーズの 高い高 齢者や 重度の 要介護 者の増加 、単身 ・
高齢者 のみ世 帯の増加 への対 応、介 護人材 の確保 等も喫 緊の課題 となっ てい
る。
このよ うな状況 を踏ま え、二 千五年 （平成 十七年 ）の介 護保険制 度改革 に
おい ては、 二千十 五年（平 成二十 七年） の高齢 者介護 のあるべ き姿を 念頭に
置 いて、 制度の 持続可能 性の確 保、明 るく活 力ある 高齢社 会の構築 等を基 本
的視点 とした 制度全 般の見 直しが 行われ た。
さらに 、二千 六年（平 成十八 年）に は、医 療制度 改革の 一環とし て、病 院
が高齢 者介護 の受け皿 の一部 となっ ている 現状を 是正す るため、 入院患 者の
状態 に応じ た施設 の機能 分担を 推進する 観点か ら、療 養病床 （医療 法（昭 和
二十三 年法律 第二百五 号）第 七条第 二項第 四号に 規定す る療養病 床をい う。
以下 同じ。 ）のう ち主に介 護を必 要とす る高齢 者が入 院する病 床を、 平成二
十 四年度 末まで の間に介 護保険 施設な どに転 換する ととも に、指 定介護 療養
型医 療施設に ついて は、平 成二十 三年度 末をも って廃 止するこ ととさ れた。
また、 二千十 一年（平 成二十 三年） には、 高齢者 が可能 な限り住 み慣れ た
地域で その有 する能力 に応じ 自立し た日常 生活を 営むこ とができ るよう 、高
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○ 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 （平成十 八年厚 生労働 省告示 第三百 十四号 ）【新旧 対照条 文】
（ 傍線の 部分は 改正部 分、二 重線の 部分は総 合確保 方針等 に基づ く修正 部分）
改

二十一 世紀の 超高齢 社会に おける 介護問題 の解決 を図る ため、 国民の 共同
連帯 の理念 に基づ き、要 介護者 等を社 会全体で 支援す る仕組 みとし て、介 護
保 険制度 が創設 された 。
介護 保険制 度が施 行され た二千 年（平成 十二年 ）当時 、約九 百万人 だった
七 十五歳 以上高 齢者（ 後期高 齢者） は、現在 約千四 百万人 となっ ており 、更
に、い わゆる 団塊の 世代が 後期高 齢者と なる二 千二十五 年（平 成三十 七年）
に は二千 万人を 突破す ること が見込 まれてお り、特 に都市 部を中 心に後 期高
齢者数 が急増 すると ともに 、単身 又は夫婦 のみの 高齢者 世帯、 認知症 である
者が 増加す ること も見込 まれる 。
こうし た中、 介護保 険制度の 持続可 能性を 維持し ながら 、高齢 者が可 能な
限り 住み慣 れた地 域でそ の有す る能力 に応じ自 立した 日常生 活を営 むこと を
可 能とし ていく ために は、限 りある 社会資源 を効率 的かつ 効果的 に活用 しな
がら十 分な介 護サー ビスの 確保の みに留 まらず 、医療 、介護 、介護 予防、 住
ま い及び 自立し た日常 生活の 支援が 包括的に 確保さ れる「 地域包 括ケア シス
テム」 を各地 域の実 情に応 じて構 築してい く必要 がある 。
この ため、 二千十 一年（ 平成二 十三年 ）には 、定期巡 回・随 時対応 型訪問
介護看 護の創 設等の 介護保 険制度 の見直し が行わ れ、二 千十四 年（平 成二十
六年 ）には 、持続 可能な 社会保 障制度 の確立を 図るた めの改 革の推 進に関 す
る 法律（ 平成二 十五年 法律第 百十二 号）に基 づく措 置とし て、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 関係法 律の整 備等に 関する 法
律 （平成 二十六 年法律 第八十 三号。 以下「医 療介護 総合確 保推進 法」と いう
。）に より、 医療法 （昭和 二十三 年法律第 二百五 号）そ の他の 関係法 律の改
正に よる効 率的か つ質の 高い医 療提供 体制を 構築す るため の医療 制度改 革と
一体的 に、地 域包括 ケアシ ステム の構築及 び介護 保険制 度の持 続可能 性の確
保の ため、 地域支 援事業 の充実 、低所 得者の保 険料軽 減の強 化、予 防給付 の
う ち訪問 介護及 び通所 介護の 地域支 援事業 への移行 、特別 養護老 人ホー ムへ
の新 規入所 者を原 則要介 護三以 上の高 齢者に限 定する こと及 び所得 ・資産 の
あ る人の 利用者 負担の 見直し 等を一 体的に行 う介護 保険制 度の改 革が行 われ

1

53

たとこ ろであ る。

こ の指針 は、こ れらの 介護保 険制度 改革を踏 まえ、 二千二 十五年 度（平 成
三十七 年度） におけ る目標 を示し た上で、 第六期 （平成 二十七 年度か ら平成
二十 九年度 まで） の市町 村介護 保険事 業計画及 び都道 府県介 護保険 事業支 援
計画の 策定のた めの基 本的事 項を定 めると ともに 、地域 の実情 に応じ た介護
給付 等対象 サービ スを提 供する 体制の 確保及び 地域支 援事業 の実施 が計画 的
に 図られ るよう にする ことを 目的と するもの である 。

なお、 東日本 大震災 によっ て、家 庭や地域 等のコ ミュニ ティに おける 人々
の絆 やつな がりの 重要性 を再確 認した ところで あり、 今後の 介護保 険の在 り
方を考 えるに 当たっ ても、 自助を 支える「 共助」 を軸と した「 安心し て暮ら
せる 地域社 会」に 資する ような 仕組み （地域包 括ケア システ ム）を 目指し て
い くこと が重要 である 。
サ ービス 提供体 制の確 保及び 事業実施 に関す る基本 的事項

齢者 のニー ズに応 じて、医 療、介 護、予 防、住 まい、 生活支援 サービ スを切
れ目 無く提 供する 「地域包 括ケア システ ム」の 構築を 目指し て、定期 巡回・
随 時対応 型訪問 介護看 護等の 新たな サービ ス類型 の創設 、保険料 等の増 加の
抑制 のため の財政 安定化基 金の取 崩し、 介護福 祉士等 による喀 痰吸引 等の実
施 、指定 介護療 養型医療 施設に ついて 平成二 十九年 度末ま で廃止を 猶予す る
等の措 置を講 じる制 度全般 の見直 しが行わ れた。
この指 針は、 これらの 制度改 革を踏 まえ、 平成二 十六年 度（第五 期（平 成
二十 四年度 から平 成二十六 年度ま で）の 介護保 険事業 計画（市 町村介 護保険
事 業計画 及び都 道府県 介護保 険事業 支援計 画をい う。以下 同じ。 ）の最 終年
度） におけ る目標 を示した 上で、 第五期 （平成 二十四 年度から 平成二 十六年
度 まで） の介護 保険事業 計画の 策定の ための 基本的 事項を 定めると ともに 、
地域の 実情に 応じた 介護給付 等対象 サービ スを提 供する 体制の 確保及 び地域
支援事 業の実 施が計 画的に 図られ るよう にする ことを 目的とす るもの である
。
なお 、東日 本大震災 によっ て、家 庭や地 域等の コミュ ニティ におけ る人々
の 絆やつ ながり の重要 性を再 確認し たとこ ろであ り、今 後の介護 保険の 在り
方を 考える にあっ ても、「 共助」 を軸に した「 安心し て暮らせ る地域 社会」
に 資する ような 仕組み（ 地域包 括ケア システ ム）を 目指し ていくこ とが重 要
である 。

第一 介護給 付等対象 サービ スを提 供する 体制の 確保及 び地域支 援事業 の実
施に関 する基 本的事項
一 基 本的理 念
市町 村（特 別区を含 む。以 下同じ 。）及 び都道 府県は、 介護保 険法（
平 成九年 法律第百 二十三 号。以 下「法 」とい う。） の基本 的理念 を踏ま
え、次 に掲げ る点に 配慮し て、介 護給付 等対象 サービ スを提供 する体 制
の 確保及 び地域支 援事業 の実施 を図る ことが 必要で あり、介 護サー ビス
に関す る施策 、介護予 防のた めの施 策及び 地域に おける自 立した 日常生
活の 支援の ための 施策を 、医療 及び居 住に関 する施策 との有 機的な 連携
を図り つつ包 括的に推 進する よう努 めるこ と。

なお 、国は 、介護保 険事業 の運営 が健全 かつ円 滑に行わ れるよ う保健
医 療サー ビス及び 福祉サ ービス を提供 する体 制の確 保に関す る施策 その
他必要 な各般 の措置を 講ずる ものと する。
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第一

一 地域包 括ケア システ ムの基 本的理 念
市町村 （特別 区を含 む。以 下同じ。 ）及び 都道府 県は、 介護保 険法（
平成 九年法 律第百 二十三 号。以 下「法」 という 。）の 基本的 理念を 踏ま
え 、次に 掲げる 点に配 慮して 、介護給 付等対 象サー ビス（ 介護給 付に係
る介 護給付 等対象 サービ スをい う。以下 同じ。 ）を提 供する 体制の 確保
及 び地域 支援事 業の実 施を図 ることが 必要で あり、 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
及び自 立した 日常生 活の支 援が包 括的に確 保され る体制 （地域 包括ケ ア
シス テム） の構築 に努め ること 。
な お、国 は、介 護保険 事業の 運営が 健全か つ円滑 に行わ れるよう 保健
医療 サービ ス及び 福祉サ ービス を提供す る体制 の確保 に関す る施策 その
他 必要な 各般の 措置を 講ずる ものとす る。

2

１ 介護 給付等 対象サ ービス の充実・ 強化
高齢者 が要介 護状態 又は要 支援状態 （以下 「要介 護状態 等」と いう
。） となっ ても、 自分の 意思で 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 ること 。
その ために 、認知 症であ る者や高 齢者が 環境変 化の影 響を受 けやす
い ことに 留意し 、これ らの者 が要介護 状態等 となっ ても、 可能な 限り
、住 み慣れた 地域に おいて 継続し て日常 生活を 営むこ とがで きるよ う
指 定地域 密着型 サービ スなど のサービ スの提 供や在 宅と施 設の連 携な
ど、地 域にお ける継 続的な 支援体制 の整備 を図る こと。
その 際、重 度の要 介護者 、単身 又は夫 婦のみ の高齢 者世帯 、認知症
である 者の増 加等を 踏まえ 、高齢者 の日常 生活全 般を毎 日複数 回の柔
軟な サービ ス提供 により 支える ことが可 能な定 期巡回 ・随時 対応型 訪
問 介護看 護、小 規模多 機能型 居宅介護 及び複 合型サ ービス 等の重 要性
に留 意する こと。
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 決定を 最大限 尊重す ること 。
２ 在宅医 療の充 実及び 在宅医 療・介 護連携 を図る ための 体制の 整備
地域包 括ケア システ ムの構 築に必要 となる 在宅医 療の提 供体制 は在
宅医 療を受 ける患 者の生 活の場 である日 常生活 圏域で の整備 が必要 で
あ ること から、 国又は 都道府 県の支 援のも と、市 町村が 主体とな って
地域 の医師 会等と 協働し て、在 宅医療の 実施に 係る体 制の整 備や、 在
宅 医療や 訪問看 護を担 う人材 の確保・ 養成を 推進す ること 。

１

２

要 介 護 状 態 又 は 要 支 援 状 態 （ 以 下 「要 介 護 状態 等 」 とい う 。 ）の
軽 減 若 し く は 悪 化 の防 止 又 は要 介 護状 態 等 とな る こ との 予 防 を図 る
こ と 。 具 体 的 に は 、 いわ ゆ る 団塊 の 世代 が 六 十五 歳 以 上と な り 、高
齢 者 数 が 急 激 に 増加 し て ピー ク に達 す る と見 込 ま れる 二 千 十五 年 ま
で の 間 に 、 高 齢 者 介 護の あ る べき 姿 を確 立 す ると と も に、 一 層 多様
化 す る こ と が 見 込ま れ る 高齢 者 の生 活 様 式や 価 値 観に 配 慮 しな が ら
、 要 介 護 状 態 等 に なる 前 の 段階 か ら要 支 援 状態 ま で の高 齢 者 につ い
て、 統 一 的 な 体 系 の 下 で、 効 果 的な 予 防給 付 対 象サ ー ビ ス（ 介 護 給
付 等 対 象 サ ー ビ ス のう ち 予 防給 付 に係 る も のを い う 。以 下 同 じ。 ）
及 び 介 護 予 防 事 業 を 提 供し 、 高 齢者 の 生活 機 能 の維 持 向上 が 図 られ
るよう にする こと。

高齢 者が要介 護状態 等とな っても 、自分 の意思 で自分 らしい 生活を
営 むこと を可能 とする 「高齢 者の尊 厳を支 えるケ ア」を確 立する こと
。
そ のため に、認知 症高齢 者が環 境変化 の影響 を受けや すいこ とに留
意し、 高齢者 が要介 護状態 等とな っても 、可能 な限り、 住み慣 れた地
域 におい て継続し て日常 生活を 営むこ とがで きるよ う指定地 域密着 型
サービ スなどの サービ スの提 供や在 宅と施 設の連 携など、 地域に おけ
る継 続的な 支援体 制の整備 を図る こと。

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 定を最 大限尊重 するこ と。
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今後、 医療ニ ーズ及 び介護 ニーズを 併せ持 つ慢性 疾患又 は認知 症等
の高 齢者の 増加が 見込ま れるこ とから、 当該高 齢者が 、可能 な限り 、
住 み慣れ た地域 におい て継続 して日 常生活 を営む ことが できる よう、
市町 村は、 退院支 援、日 常の療 養支援、 急変時 の対応 、看取 り等の 様
々 な局面 におい て、在 宅医療 ・介護連 携を推 進する ための 体制の 整備
を図る こと。
そ のため に、医 師、歯 科医師 、薬剤師 、看護 師、リ ハビリ テーシ ョ
ンの提 供に当 たる理 学療法 士、作業 療法士 又は言 語聴覚 士（以 下「リ
ハビ リテー ション 専門職 」とい う。）等 の医療 関係職 種と介 護福祉 士
、介護 支援専門 員等の 介護関 係職種 との連 携が重 要であ り、市 町村が
主体 となっ て、医 療及び 介護の 連携の核 となる 人材の 育成を 図りつ つ
、 地域の 医師会 等と協 働し在 宅医療・ 介護連 携の推 進を図 ること 。
３ 介 護予防 の推進
介 護予防 は、高 齢者が 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 防止を目 的とし て行う もので あり、 その推
進に 当たっ ては、 機能回 復訓練 などの高 齢者へ のアプ ローチ だけで は
なく、 生活機 能全体 を向上 させ、活 動的で 生きが いを持 てる生 活を営
むこ とので きる生 活環境 の調整 及び地域 づくり 等によ り、高 齢者を 取
り 巻く環 境への アプロ ーチも 含めた、 バラン スのと れたア プロー チが
重要 である。 このよ うな効 果的な アプロ ーチを 実践す るため 、地域 に
お けるリ ハビリ テーシ ョン専 門職等を 活用し 、高齢 者の自 立支援 に資
する取 組を推 進する ことで 、要介護 状態等 になっ ても、 高齢者 が生き
がい を持っ て生活 できる 地域の 実現を 目指す こと。
４ 日 常生活 を支援 する体 制の整 備
単身 又は夫 婦のみ の高齢 者世帯、 認知症 である 者の増 加に対 応し、
地 域サロ ンの開 催、見 守り・ 安否確認 、外出 支援、 買い物 ・調理 ・掃
除な どの家 事支援 を含む 日常生 活上の支 援が必 要な高 齢者が 、住み 慣
れ た地域 で安心 して在 宅生活 を継続し ていく ために 必要と なる多 様な
生活支 援・介 護予防 サービ スを整備 してい くため に、市 町村が 中心と
な って、生 活支援 コーデ ィネー ター（ 地域支 え合い 推進員 ）の活 用等
を通じ 、
、 民間企 業、協同 組合、 ボラン ティア 、社会 福祉法 人
等の 生活支 援・介 護予防 サービ スを担う 事業主 体の支 援・協 働体制 の
充 実・強 化を図 ること 。
また 、予防 給付の うち訪 問介護と 通所介 護につ いては 、平成 三十年
三 月末ま でに、 地域支 援事業 に段階的 に移行 するこ ととし ている が、
N
P
O

３

高 齢者が 地域にお いて安 心して 日常生 活を営 むこと ができ るよう に
するた めには 、地域 におけ る様々 なサー ビスの 関係者の ネット ワーク
に より高 齢者の生 活状況 を把握 し、高 齢者や その家 族に生活 上の様 々
な不安 が生じた 場合に 、相談 を受け 、適切 な機関 につなぐ 等の対 応を
行う 体制を 整備す ること 、高齢 者が要 介護状 態等にな るおそ れがあ る
状態に なったと きや、 要支援 状態に なった ときに 、連続的 かつ一 貫性
を持っ た予防 給付対 象サー ビス及 び介護 予防事 業（介護 予防・ 日常生
活 支援総 合事業 を行う場 合にあ っては 、介護 予防・ 日常生 活支援 総合
事業 ）が提 供される ように するこ と、ま た、要 介護状態 等とな ったと
きに 、介護 給付等対 象サー ビスを 中心に 様々な 保健医療 サービ ス及び
福祉サ ービス並 びに生 活支援 サービ スを組 み合わ せなが ら、地 域にお

56

4

これに より市 町村を 中心と した地域 づくり をこれ まで以 上に推 進し、
地域 の実情 に応じ た柔軟 なサー ビス提供 を通じ て、軽 度の高 齢者の 多
様 な生活 支援や 社会参 加のニ ーズに 応えて いくこ とを目 指すも のであ
るこ とから 、介護 予防・ 日常生 活支援総 合事業 （以下 「総合 事業」 と
い う。） のガイ ドライ ンとし て法第百 十五条 の四十 五の二 第一項 の規
定に基 づき公 表する 厚生労 働大臣 が定める 指針等 （以下 「ガイ ドライ
ン 」とい う。） や好事 例の提 供などを 参考に 、市町 村にお いては 、地
域支援 事業の 活用は もちろ んのこと 、市町 村一般 施策等 も併せ ながら
積極 的に取 り組む ことが 求めら れる。

５ 高 齢者の 住まい の安定 的な確 保
地域 におい てそれ ぞれの 生活のニ ーズに あった 住まい が提供 され、
か つ、そ の中で 生活支 援サー ビスを利 用しな がら個 人の尊 厳が確 保さ
れた 生活が実 現され ること が、保 健・医 療・介 護など のサー ビスが 提
供 される 前提と なるた め、個 人におい て確保 する持 家とし ての住 宅や
賃貸住 宅に加 えて、 有料老 人ホーム （老人 福祉法 （昭和 三十八 年法律
第百 三十三 号）第 二十九 条第一 項に規 定する 有料老 人ホー ムをいう 。
以下同 じ。） やサー ビス付 き高齢者 向け住 宅（高 齢者の 居住の 安定確
保に 関する 法律（ 平成十 三年法 律第二十 六号） 第五条 第一項 に規定 す
る サービ ス付き 高齢者 向け住 宅をいう 。以下 同じ。 ）等の 高齢者 向け
住ま いが、 地域に おける ニーズ に応じて 適切に 供給さ れる環 境を確 保
す るとと もに、 これら の住ま いにおけ る入居 者が安 心して 暮らす こと
ができ るよう 、都道 府県が 適確な指 導監督 を行う よう努 めるこ と。
ま た、所得 又は資 産が少 ないな ど、地 域での 生活が 困難と なって い
る高齢 者を対 象に、 空家の 活用など による 低廉な 家賃の 住まい の確保
や、 適切な 生活支 援体制 の確保 などにも 留意す ること 。
二 認知 症施策 の推進
今後 増加す ること が見込 まれる 認知症で ある者 に適切 に対応 するた め
、 認知症 になっ ても本 人の意 思が尊重 され、 できる 限り住 み慣れ た地域

４

５

ける 日常生 活の継続 を支援 する体 制を整 備する ことが必 要とな る。市
町 村は、 地域支 援事業 としてこ れらの 事業に 取り組 むこと 。

療養 病床の再 編成に 当たっ ては、 地域に おける 療養病床 を有す る医
療 機関に 入院して いる高 齢者の 実態（ 医療サ ービス 及び介 護サービ ス
の利用 に関す る意向 を含む 。）を 適切に 把握し 、その者 の状態 に相応
し いサー ビスを提 供する ことが できる よう、 療養病 床を有す る医療 機
関から 退院する 患者の 意向に 即応し た介護 給付等 対象サー ビスを 提供
する 体制整 備を進 めるこ と。

高 齢単身 ・夫婦の み世帯 が高齢 世帯の 三分の 二に達し 、家族 や地域
とのつ ながり が急速 に薄れ 、孤立 化し、 日常生 活や介護 に不安 を抱く
高 齢者が 多くなっ ている ことか ら、孤 立化の おそれ のある高 齢単身 ・
夫婦の み世帯の 生活支 援に留 意する こと。
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の良い 環境で 暮らし 続ける ことが できる社 会を目 指した 取組を 進める こ
と。 具体的 には、 地域ご とに、 認知症の 状態に 応じた 適切な サービ ス提
供 の流れ （以下 「認知 症ケア パス」 という 。）を 確立し 、どの ように認
知症 の人を 地域で 支えて いくか を地域住 民に明 示した 上で、 早期か らの
適 切な診 断や対 応、認 知症に ついての 正しい 知識と 理解に 基づく 本人や
その家 族への 支援を 包括的 ・継続 的に実施 する体 制の構 築を進 めるこ と
。
また、 認知症 である 者の増 加が見込 まれる 中、民 法（明 治二十 九年法
律第 八十九 号）に おける 成年後 見人、保 佐人及 び補助 人（以 下「後 見人
等」と いう。） の制度 が果た す役割 は、ま すます 大きく なって いく状 況
下に あり、 弁護士 ・司法 書士等 の専門的 な後見 人等の ほか、 一般市 民が
担 う後見 人等（ 以下「 市民後 見人」と いう。 ）を育 成・活 用し、 これを
支援す る体制 の整備 を進め ること が重要 となる 。
な お、認 知症施 策のう ち認知 症初期集 中支援 チーム の設置 などの 地域
支援事 業は、 平成二 十七年 度以降 順次実施 するこ ととさ れてお り、平 成
三十 年度に は全て の市町 村で実 施される ことと なるた め、地 域の実 情に
応じて 、必要 な取組 を進め ること 。
三 二千二 十五年 を見据 えた地 域包括ケ アシス テムの 構築に 向けた 目標
高 齢者の 自立と 尊厳を 支える ケアを実 現する ため、 いわゆ る団塊 の世
代が 七十五歳 以上と なり介 護が必 要な高 齢者が 急速に 増加す ること が見
込 まれる 二千二 十五年 度（平 成三十七 年度） までの 間に、 各地域 の実情
に応じ た地域 包括ケ アシス テムを 構築する ことを 目標と して、 介護給 付
等対 象サー ビスの 充実を 図ると ともに 、在宅 医療・ 介護連 携の推進 、認
知症施 策や生 活支援 サービ スの充 実など地 域包括 ケアシ ステム の構築 に
向け た方策 に取り 組むこ と。
こ のため 、第六 期以降 の市町 村介護保 険事業 計画を 地域包 括ケア 計画
とし て位置 付け、 二千二 十五年 度までの 各計画 期間を 通じて 地域包 括ケ
ア システ ムを段 階的に 構築す ることと し、ま ずは第 六期の 位置付 け及び
第六期 期間中 に目指 すべき 姿を具 体的に明 らかに しなが ら目標 を設定 し
取 組を進め ること 。

二 介護 給付等 対象サー ビスの 在り方 に関す る目標
二千十 五年の 高齢者 介護の あるべ き姿を 見据え て、高齢 者の尊 厳を支
え るケア を実現す るため 、地域 におい て必要 となる サービス の在り 方を
明確に 示すと ともに、 そのた めに必 要とな る、介 護専用型 特定施 設、認
知症 高齢者 グルー プホーム 、地域 密着型 介護老 人福祉 施設及 び介護 保険
施設の 整備、 介護付き の住ま いなど 多様な 「住ま い」の普 及の推 進、施
設利 用者の 重度の要 介護者 への重 点化、 ユニッ ト型施 設（施設 の全部 又
は 一部に おいて少 数の居 室及び 当該居 室に近 接して 設けら れる共 同生活
室 （当該 居室の 入居者 が交流 し、共 同で日 常生活 を営むた めの場 所をい
う 。）に より一体 的に構 成され る場所 （以下 「ユニ ット」と いう。 ）ご
とに入 居者の 日常生活 が営ま れ、こ れに対 する支 援が行わ れる施 設をい
う。 以下同 じ。） への改 修等、 施設の 居住環 境の改善 に係る 目標を 設定
するこ と。
また、 地域にお ける包 括的か つ継続 的なケ アマネ ジメント につい て中
核的 な役割 を担う地 域包括 支援セ ンター の在り 方を明 確に示す こと。 な
お 、いわ ゆる団 塊の世 代が高 齢期を 迎える 二千十 五年から その五 年後、
十年 後であ る二千二 十年、 二千二 十五年 頃、或 いは自 らの地域 におけ る
高 齢化の ピーク時 に目指 すべき 地域包 括ケア システ ムを構築 するこ とを
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四 地域包 括ケア システ ムの構 築を進め る地域 づくり
市 町村は 、介護 保険事 業の運 営を核と しなが ら、地 域住民 による 多様
な活 動の展 開を含 む、地 域にお ける保健 医療サ ービス 及び福 祉サー ビス
を 総合的 に整備 すると ともに 、地域包 括支援 センタ ーの適 切な運 営を通
じて、 多様な 職種や 機関と の連携 協働によ る地域 包括支 援ネッ トワー ク
を 構築する こと。
その際 には、 地域の 将来の 姿を踏ま えた「 まちづ くり」 の一環 として
位置 付けて いくと いう視 点を明 確にして いくこ とも重 要であ る。
こ のため には、 市町村 を中心 として 、サー ビス提 供者、 多様な専 門職
種や 機関、 地域住 民等が 地域の 課題を共 有し、 資源開 発、政 策形成 につ
な げ、情 報通信 技術（
） 等の 活用も 図りつ つ地域 づくり に取り 組
I
C
T

念頭に おいて 、これら の目標 の設定 にあた ること 。
三 市町村 相互間の 連携及 び市町 村と都 道府県 との間 の連携 に関する こと
介 護保険 事業の 運営主 体であ る市町 村は、 住民に 最も身近 な基礎 的な
地方 公共団 体として 、保健 医療サ ービス 及び福 祉サー ビスの水 準の向 上
を 図る責 務を有す るが、 地域の 資源を 有効に 活用す るために も、地 域の
実情に 応じて 、近隣 の市町 村と連 携して、 要介護 者等の 実態に 関する 調
査 の共同 実施、市 町村介 護保険 事業計 画の共 同作成 、介護給 付等対 象サ
ービス の共同 利用等の 広域的 取組を 推進す ること が必要で ある。 この場
合に おいて は、複数 の市町 村によ る広域 的取組 が各市 町村の 責任を 不明
確にし ないよう 留意す ること 。
また 、都道 府県は、 地域の 実情に 応じた 介護給 付等対象 サービ スを提
供 する体 制の確保 及び地 域支援 事業の 実施に 関する 市町村 の方針を 尊重
しなが ら、広 域的観 点から の介護 給付等 対象サ ービス 及び地域 支援事 業
の 需要の 把握、療 養病床 を有す る医療 機関に 入院し ている高 齢者の 実態
及び療 養病床 を有する 医療機 関の介 護保険 施設な どへの転 換の予 定等に
関す る調査 の実施 、複数 の市町 村による 広域的 取組に 対する 協力等 によ
り、市 町村に おける介 護給付 等対象 サービ スを提 供する体 制の確 保及び
地域 支援事 業の実施 を支援 するこ とが望 ましい 。
介 護保険 制度への 信頼を 維持し ていく 観点か らも、 介護給 付等対 象サ
ービ スを提供 する事 業者に ついて 、利用 者から 良質な 事業者が 選択さ れ
る ように するとと もに、 悪質な 事業者 には厳 格に対 応してい くこと が必
要であ る。
この ため、 事業者 の指導 監督等 につい ては、 都道府 県と保険 者であ る
市町村 が十分 に連携を して、 対応し ていく ことが 求められ る。
四 地域 包括支 援センタ ーに関 するこ と
高齢者 の尊厳 を支え るケア を実現 してい くため に、市町 村は、 介護保
険 事業の 運営を核 としな がら、 地域住 民によ る多様 な活動の 展開も 含め
、地域 におい て保健医 療サー ビス及 び福祉 サービ スを総合 的に提 供し、
地域 におけ る包括 的かつ 継続的 なケア マネジ メントの 体制を 構築し てい
くこと が必要 である。 そのた め、地 域全体 の実情 を適確に 把握す ること
のでき る地域 包括支援 センタ ーによ り、総 合的な 相談及び 支援、 権利擁
護 のため の援助 、包括的 かつ継 続的な ケアマ ネジメ ント、 介護予 防ケア
マネジ メント 等が適切 に行わ れるよ う、積 極的に 取り組む ことが 求めら
れ る。
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五 介護 サービ ス情報の 公表に 関する こと
介護保 険制度は 、利用 者の選 択を基 本とし ており 、利用者 の選択 を通
じて サービ スの質の 向上が 進むこ とが期 待され ている ため、 介護サ ービ
ス情報 の公表制 度は、 利用者 の選択 を通じ て介護 保険のシ ステム が健全
に機 能する ための基 盤とな るもの である 。都道 府県に おいては 、介護 サ
ー ビス情 報の公表 制度が 適切に 実施さ れるよ う、必 要な人 材の養成 等の
体制整 備を図 ること 。また 、市町 村にお いては 、指定 地域密着 型サー ビ
ス 又は指 定地域密 着型介 護予防 サービ スに係 る事業 者が、報 告の拒 否な
どを行 い、都 道府県知 事から その報 告など を命ぜ られたに もかか わらず
、そ の命令 に従わ ない場 合、都 道府県か らの通 知に基 づいて 、当該 事業
者の指 定の取 消し又は 効力の 停止な ど適切 な対応 を行うこ と。
六 介護 給付等 対象サー ビス及 び地域 支援事 業に係 る人材の 確保及 び資質
の 向上に 関する こと
介護給 付等対象 サービ ス及び 地域支 援事業 は、当 該サービ ス及び 当該
事業に 係る人 材を質量 ともに 確保す ること が重要 である。
この ため、 都道府 県は、広 域的観 点から 、当該 サービ ス又は 当該事 業
を行う 者が人 材の確保 又は資 質の向 上を図 るため に講ずる 措置を 支援す
るた め、当 該サービ ス及び 当該事 業に係 る人材 の養成 、就業の 促進等 の
人材 の確保 又は資質 の向上 に関す る総合 的施策 に取り 組むこ とが必 要で
あり、 これに は喀痰 吸引等 を実施 する介 護職員 等の確 保又は資 質の向 上
に 関して 必要な施 策も含 まれる 。
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むこと 。
なお 、地域 包括ケ アシス テムの 構築に当 たって は、高 齢者や その家 族
が 地域に おいて 安心し て日常 生活を 営むこ とがで きるよ うに、 サービス
提供 者と利 用者の 「支え る側」 又は「支 えられ る側」 という 画一的 な関
係 性では なく、 高齢者 の社会 参加等を 進め、 世代を 超えて 地域住 民が共
に支え 合う地 域づく りを進 めてい くことが 重要で ある。

五 地域包 括ケア システ ムを支 える人材 の確保 及び資 質の向 上
地 域包括 ケアシ ステム の構築 に当たっ ては、 介護給 付等対 象サー ビス
及び 地域支援 事業に 携わる 質の高 い人材 を、安 定的に 確保す るため の取
組 を講じ ていく ことが 重要で ある。
このた め、都 道府県 は、広 域的な立 場から 、必要 な介護 人材の 確保の
ため 、二千 二十五 年（平 成三十 七年） を見据 え地域 の関係 者ととも に総
合的な 取組を 推進す ること 。
その 際には 、学卒 者や他 業種か らの新規 参入促 進の取 組、潜 在的有 資
格 者等の 復職・ 再就職 支援、 都道府県 福祉人 材セン ター等 の活用 などに
よる 多様な 人材の 参入促 進、キ ャリアパ スや専 門性の 確立に よる資 質の
向 上、事 業主に よる雇 用環境 改善の取 組の促 進・処 遇改善 などに よる環
境改善 を一体 的に取 り組む こと。
ま た、地域 におい て早期 の適切 な認知 症の診 断を行 うため 、かか りつ
け医や 病院従 事者に 対する 認知症 対応力の 向上の ための 研修を 実施し 、
これ らの者 に対し て指導 助言等 を行う認 知症サ ポート 医の養 成研修 を行
う こと。
さら に地域 支援事 業を充 実させ るための 地域の 生活支 援コー ディネ ー
タ ーの養 成を進 めるこ と。
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この場 合、市 町村に おいて も、都道 府県と 連携し ながら 、支え 手とな
るボ ランテ ィア、 ＮＰＯ の育成 、市民後 見人の 育成、 認知症 サポー ター
の 養成等 、必要 な施策 に取り 組むこ と。
また 、今後 、都道 府県及 び市町 村におい て、医 療提供 体制や 地域包 括
ケ アシス テムの 構築に 向けた 計画等の 立案、 評価等 に携わ る人材 の育成
を行っ ていく ことも 重要で ある。
六 介護 サービ ス情報 の公表
介護保 険制度 は、利 用者の 選択を基 本とし ており 、利用 者の選 択を通
じて サービ スの質 の向上 が進む ことが期 待され ている ため、 介護サ ービ
ス情報 の公表制 度は、 利用者 の選択 を通じ て介護 保険の システ ムが健 全
に機 能する ための 基盤と なるも のである 。
都 道府県 におい ては、 介護サ ービス情 報の公 表制度 が適切 に実施 され
るよう 、必要 な人材 の養成 等の体 制整備 を図る こと。
ま た、市 町村に おいて は、指 定地域密 着型サ ービス 又は指 定地域 密着
型介護 予防サ ービス に係る 事業者 が、報告 の拒否 などを 行い、 都道府 県
知事 からそ の報告 などを 命ぜら れたにも かかわ らず、 その命 令に従 わな
い場合 、都道 府県か らの通 知に基 づいて、 当該事 業者の 指定の 取消し 又
は効 力の停 止など 適切な 対応を 行うこと 。
今 後は、 地域包 括ケア システ ム構築の 観点か ら、高 齢者が 住み慣 れた
地域 での生活 を継続 してい くため に有益 な情報 と考え られる 地域包 括支
援 センタ ー及び 配食や 見守り 等の生活 支援・ 介護予 防サー ビスの 情報に
ついて 、厚生 労働省 が運用 してい る情報公 表シス テムの 活用も 念頭に 市
町村 が主体 的に情 報収集 と情報 発信に 努める こと。
また、 利用者 のサー ビスの 選択の指 標とし て、ま た同時 に、介 護人材
の確 保に向 けた取 組の一 環とし て、情報 公表制 度を活 用し、 介護従 事者
に 関する 情報の 公表の 推進に 努めるこ と。
七 介護給 付の適 正化
介 護給付 の適正 化とは 、介護 給付を必 要とす る受給 者を適 切に認 定し
、受給 者が真 に必要 とする 過不足 のないサ ービス を、事 業者が 適切に 提
供 するよう 促すこ とであ り、適 切なサ ービス 提供の 確保と その結 果とし
ての費 用の効 率化を 通じて 介護保 険制度の 信頼感 を高め 、持続 可能な 介
護保 険制度 の構築 に資す るもの であり、 保険者 及び都 道府県 におけ るた
ゆ まぬ努 力が不 可欠で ある。 都道府 県は、 第三期 介護給 付適正化 計画に
関す る指針 を踏ま え市町 村等の 関係者か ら幅広 く意見 及び事 情を聴 取し
、 都道府 県介護 給付適 正化計 画を策定 すると ともに 、必要 に応じ て市町

この 場合に おいては 、市町 村も、 都道府 県と連 携しなが ら、適 宜、必
要 な施策 に取り 組むこ とが望ま しい。

七 介護 給付等 に要する 費用の 適正化 に関す る事項
国民が 負担する 介護保 険料や 税金が 、真に 要介護 者等の自 立支援 につ
なが る介護 給付等 対象サ ービス として その価 値を発揮 できる ように する
ため、 介護給 付等に要 する費 用の適 正化を 行うこ とは、介 護保険 制度の
持続 可能性 を高める 観点か ら喫緊 の課題 となっ ている 。
このた め、二 千五年（ 平成十 七年） の介護 保険制 度改革 におい ては、
法制 的な対 応として 、介護 サービ ス事業 者等の 指定等 の要件の 厳格化 、
指 定等の 更新制の 導入、 業務改 善命令 権限等 の創設 、情報公 表の義 務付
け等が 行われ たところ であり 、さら に、保 険者機 能の強 化の観 点から 、
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村に対 し、実 施上の 技術的 事項に ついて必 要な助 言をす ること により 、
介護 給付適 正化事 業の一 層の推 進に取り 組むこ と。
ま た、市 町村は 、都道 府県介 護給付 適正化 計画の 検討過 程にお いて、
市町 村ごと の地域 の実情 やこれ までの適 正化の 取組の 実施把 握を踏 まえ
た 実施方 針、目 標等に ついて の意見を 積極的 に伝え るとと もに、 こうし
た意見 を踏ま えて策 定され た都道 府県介護 給付適 正化計 画に基 づき、 都
道 府県国 民健康 保険団 体連合 会（以下 「国保 連合会 」とい う。） の適正
化シス テムな どを活 用しな がら、 介護給付 適正化 事業の より一 層の推 進
に取 り組む こと。
八 市 町村相互 間の連 携及び 市町村 と都道 府県と の間の 連携
介護 保険事 業の運 営主体 である 市町村は 、住民 に最も 身近な 基礎的 な
地 方公共 団体と して、 保健医 療サービ ス及び 福祉サ ービス の水準 の向上
を図る 責務を 有する が、地 域の資 源を有 効に活 用する ために も、地域 の
実 情に応 じて、 近隣の 市町村 と連携し て在宅 医療・ 介護連 携の推 進、認
知症施 策や生 活支援 ・介護 予防サ ービスの 充実な ど地域 包括ケ アシス テ
ムの 構築に 取り組 むとと もに、 要介護者 等の実 態に関 する調 査の共 同実
施、市 町村介 護保険 事業計 画の共 同作成、 介護給 付等対 象サー ビスの 共
同利 用等の 広域的 取組を 推進す ること。 この場 合にお いては 、複数 の市
町 村によ る広域 的取組 が各市 町村の責 任を不 明確に しない よう留 意する
こと 。
ま た、都 道府県 は、地 域の実 情に応じ た介護 給付等 対象サ ービス を提
供する 体制の 確保及 び地域 支援事 業の実施 に関す る市町 村の方 針を尊 重
しな がら、 市町村 への在 宅医療 ・介護 連携の 推進や 認知症 施策、地 域ケ
ア会議 の実施 など地 域包括 ケアシ ステムの 構築へ 向けた 取組の 支援、 広
域的 観点か らの介 護給付 等対象 サービス 及び地 域支援 事業の 需要の 把握
、 地域密 着型介 護老人 福祉施 設又は指 定介護 老人福 祉施設 への入 所を必
要と する高 齢者の 状況の 把握、 療養病床 （医療 法第七 条第二 項第四 号に
規 定する 療養病 床をい う。以 下同じ。 ）を有 する医 療機関 に入院 してい
る高齢 者の実 態及び 療養病 床を有 する医療 機関の 介護保 険施設 などへ の
転 換の予定 等に関 する調 査の実 施、複 数の市 町村に よる広 域的取 組に対
する協 力等に より、 市町村 におけ る介護給 付等対 象サー ビスを 提供す る
体制 の確保 及び地 域支援 事業の 実施を支 援する こと。
さ らに、 介護保 険制度 への信 頼を維 持して いく観 点から も、介護 給付
等対 象サー ビスを 提供す る事業 者につい て、利 用者か ら良質 な事業 者が
選 択され るよう にする ととも に、悪質 な事業 者には 厳格に 対応し ていく

保険 者にも 介護サー ビス事 業者等 への立 入権限 等が付 与された ところ で
あ る。
介護 給付等 の適正化 に当た っては 、これ らの法 制的な対 応を踏 まえた
保 険者及 び都道府 県にお けるた ゆまぬ 努力が 不可欠 であり、 ケアプ ラン
チェッ クの推 進や国民 健康保 険団体 連合会 の介護 給付適 正化シ ステム の
活用 等によ る介護 給付等 の適正 化のた めの事 業の一 層の推進 に取り 組む
こと。
ま た、都 道府県に おいて 策定す る介護 給付適 正化計 画の内容 も十分 に
踏 まえる こと。
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ことが 必要で あるこ とから 、事業 者の指導 監督等 につい ては、 都道府 県
と保 険者で ある市 町村が 十分に 連携をし て、対 応して いくこ と。
第二 市町 村介護 保険事 業計画 の作成 に関する 事項
一 市町 村介護 保険事 業計画 の作成 に関する 基本的 事項
１ 基 本理念 、達成 しよう とする 目的及び 地域の 実情に 応じた 特色の 明
確化
介護保 険制度 の基本 的理念 を踏まえ るとと もに、 各々の 市町村 にお
ける 地域的 条件や 地域包 括ケア システム 構築の ための 地域づ くりの 方
向性を 勘案して 、第一 の一及 び二の 趣旨に 沿った 基本理 念を定 め、達
成し ようと する目 的及び 地域の 実情に応 じた地 域包括 ケアシ ステム の
特 色を明 確にし た市町 村介護 保険事業 計画を 作成す ること 。

２ 平成三 十七年 度の推 計及び 第六期の 目標
高齢者 が可能 な限り 住み慣 れた地域 でその 有する 能力に 応じ自 立し
た日 常生活 を営む ことが できる よう、地 域にお いて必 要なサ ービス が
提 供され る体制 を整備 すると ともに、 地域の 介護需 要のピ ーク時 を視
野に 入れなが ら二千 二十五 年度（ 平成三 十七年 度）の 介護需 要、サ ー
ビ スの種 類ごと の量の 見込み やそのた めに必 要な保 険料水 準を推 計し
、持続 可能な 制度と するた めの中長 期的な 視点に 立った 市町村 介護保
険事 業計画 の策定 が必要 である 。
また、 介護保 険施設 につい ては、重 度の要 介護者 に重点 を置き 、施
設に 入所し た場合 は施設 での生 活を居宅 での生 活に近 いもの として い
く ことが 必要で あると ともに 、これら と併せ て、高 齢者の 多様な ニー
ズに 対応す るため 、サー ビス付 き高齢者 向け住 宅や介 護を受 けなが ら
住 み続け ること ができ るよう な住まい の普及 を図る ことが 必要で ある
。
こ のような 観点を 踏まえ 、次の それぞ れにつ いて地 域の実 情に応 じ
て市町 村介護 保険事 業計画 を定める こと。

第 二 介 護保険 事業計画 の作成 に関す る事項
一 介 護保険 事業計画 の作成 に関す る基本 的事項
１ 基本理 念、達 成しよ うとす る目的 及び地 域の実 情に応じ た特色 の明
確化
介護 保険制度 におけ る基本 理念を 踏まえ るとと もに、各 々の市 町村
又 は都道 府県に おける 地域的 条件や 地域づ くりの 方向性を 勘案し て、
達成 しよう とする目 的及び 地域の 実情に 応じた 特色が明 確にさ れた介
護 保険事 業計画を 作成す ること 。
また 、現行 の介護 保険事業 計画及 び老人 福祉計 画（老 人福祉 法（昭
和三十 八年法 律第百 三十三 号）に 規定す る老人 福祉計画 をいう 。以下
同 じ。） の作成又 は推進 に係る 課題を 分析し 、かつ 、評価し て、こ の
結果を 介護保険 事業計 画の作 成に活 用する こと。
２ 平成 二十六 年度目 標値の 設定
高齢 者が可能 な限り 住み慣 れた地 域でそ の有す る能力に 応じ自 立し
た 日常生 活を営む ことが できる よう、 地域に おいて 必要なサ ービス が
提供さ れる体 制を整 備する ととも に、介 護保険 施設につ いては 、重度
の 要介護 者に重点 を置き 、施設 に入所 した場 合は、 施設での 生活を 居
宅での 生活に近 いもの として いくこ とが必 要であ る。
ま た、こ れらと 併せて、 高齢者 の多様 なニー ズに対 応する ため、 サ
ービス 付き高齢 者向け 住宅（ 高齢者 の居住 の安定 確保に関 する法 律（
平成十 三年法律 第二十 六号） 第五条 第一項 に規定 するサー ビス付 き高
齢 者向け 住宅をい う。） や介護 を受け ながら 住み続 けるこ とがで きる
ような 介護付 きの住 まいの 普及を 図るこ とが必 要である 。

このよ うな観点 を踏ま え、次 のそれ ぞれに ついて 平成二十 六年度 に
おけ る目標 値を設定 した上 で、第 五期介 護保険 事業計画 期間に おいて
は、 直近の 状況から 平成二 十六年 度の目 標値と なるよ う計画的 に設定
さ れた数 値を標 準とし て、地 域の実 情に応 じて定 めること 。
なお 、第五期 の介護 保険事 業計画 におい ては、 療養病床 から特 定施
設 入居者 生活介護 （指定 居宅サ ービス である 特定施 設入居者 生活介 護
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に限る 。以下同 じ。） 、認知 症対応 型共同 生活介 護（指定 地域密 着型
サー ビスで ある認知 症対応 型共同 生活介 護に限 る。以 下同じ 。）、地
域 密着型 特定施 設入居 者生活 介護（ 指定地 域密着 型サービ スであ る地
域密 着型特 定施設入 居者生 活介護 に限る 。以下 同じ。） 、地域 密着型
介 護老人 福祉施設 入所者 生活介 護（指 定地域 密着型 サービス である 地
域密着 型介護 老人福 祉施設 入所者 生活介護 に限る 。以下 同じ。 ）又は
指 定施設 サービス 等（法 第四十 八条第 一項に 規定す る指定施 設サー ビ
ス等を いう。以 下同じ 。）の 事業を 行う施 設等（ 以下「介 護保険 施設
等」 という 。）への 円滑な 転換が 図られ るよう にする ため、 医療保 険
適用の 療養病床 （回復 期リハ ビリテ ーショ ン病棟 である療 養病床 を除
く。 以下「 医療療養 病床」 という 。）か ら介護 保険施設 等への 転換に
伴 う介護 給付対象 サービ スの利 用者数 並びに 地域密 着型介 護老人福 祉
施設（ 地域密 着型介 護老人 福祉施 設入所 者生活 介護を提 供する 地域密
着 型介護 老人福祉 施設に 限る。 以下同 じ。） 及び介 護保険施 設の入 所
定員の 増加分に ついて は、次 に掲げ るそれ ぞれの 目標値の 設定の 対象
には 含めな いもの とする 。

市町 村は、 平成二 十六年度 におい て地域 密着型 介護老 人福祉 施設
入 所者 生 活 介 護 及 び 指 定施 設 サ ービ ス 等 を要 介 護 二以 上 の者 が 利 用
す る と 見 込 み 、 当 該市 町 村 にお け る それ ら の サー ビ スの 利 用 者数 の
合 計 数 の う ち の 要 介 護 四及 び 要 介護 五 の 認定 者 数 （要 介 護認 定 又 は
要 支 援 認 定 を 受 け た 被 保険 者 の 数を い う 。以 下 同 じ。 ） の合 計 数 が
占 める割 合を、七 十％以 上とす ること を目標 として設 定する 。

(二)

平成三 十七年 度の推 計
市町 村は、 介護給 付等対 象サービ スの種 類ごと の量、 保険給 付に
要 する費 用の額 、地域 支援事 業の量、 地域支 援事業 に要す る費用 の
額及 び保険料 の水準 に関す る中長 期的な 推計を 行い、 示すこ と。
第 六期の 目標
市町村 は、 の推計 を踏ま えて第六 期の保 険料を 定め、 地域包 括
ケア システ ムの構 築に向 けた第 六期以 降の各 計画期 間を通 じた段階
的な充 実の方 針及び その中 での第六 期の位 置づけ を明ら かにす ると
とも に、第 六期の 具体的 な施策に より目 指す目 標を定 めるこ と。
そ の際に は、そ の地域 の特色 を具体的 に反映 した目 標とす ること

。

都 道 府 県 は 、 平 成 二 十 六 年 度の 地 域 密 着 型 介 護 老人 福 祉 施設 及
び 介 護 保 険 施 設 の 入 所 定 員 の 合計 数 の うち の ユ ニッ ト 型 施設 の 入
所 定 員 （ 施 設 の一 部 に お い て ユ ニ ット ご と に入 居 者 の日 常 生 活が
営 ま れ 、 こ れ に 対 す る 支 援 が 行わ れ る 施設 の 場 合に あ っ ては 、 当
該 一 部 の 入 所 定 員 。 以 下 こ の に おい て 同 じ。 ） の 合計 数 が 占め
る 割 合 を 、 五 十 ％ 以 上 （ そ の うち 地 域密 着 型 介護 老 人 福祉 施 設 及
び 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 入 所 定員 の 合 計数 の う ちの ユ ニ ット 型
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(一)

(二)

(一)
(二)

(一)
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３ 市町 村介護 保険事 業計画 の作成 のため の体制 の整備
市町 村介護 保険事 業計画 を作成す るに当 たって は、次 の体制 整備を
図 るとと もに、 現に保 健医療 サービス 又は福 祉サー ビスを 利用し てい
る要介 護者等 をはじ め被保 険者の 意見を反 映する こと。
ま た、関 係部局 ・課相 互間の 連携の状 況、市 町村介 護保険 事業計 画
作成委 員会等 の開催 の経緯 、被保険 者の意 見の反 映のた めの措 置の内
容、 都道府 県との 連携の 状況等 を市町村 介護保 険事業 計画に 示すこ と
。
なお 、複数 の市町 村によ る市町村 介護保 険事業 計画の 共同作 成に取
り 組んだ 場合は 、その 趣旨等 を盛り込 むこと 。
市町村 関係部 局相互 間の連 携
計 画の検 討、立 案及び 推進は、 地域包 括ケア システ ム構築 の推進
に向け て極め て重要 な過程 であり、 庁内一 丸とな って取 り組む よう
努め ること 。具体 的には 、介護 保険担当 部局・ 課は、 民生担 当部局
、保健 医療担 当部局 、労働 担当部局 、住宅 担当部 局、地 域振興 担当
部局 、農林 水産担 当部局 、教育担 当部局 等の関 係部局 と連携 するこ
と ができ る体制 を整備 すると ともに、 計画の 検討、 立案及 び推進 に
当た っては相 互に連 絡を取 り問題 意識を 共有し 、協力 して必 要な施
策 に取り 組むよ う努め ること 。
必要に 応じて 、例え ば、地 域包括ケ アシス テムの 構築に 向けた 庁
内全 体のプ ロジェ クトチ ームを 設置し 、その 中で計 画の策 定に向け
た議論 を行う ことな ども考 えられる こと。
市町 村介護 保険事 業計画 作成委員 会等の 開催
介 護保険 事業の 運営及 び地域 包括ケア システ ム構築 につい ては、
幅広 い関係 者の協 力を得 て、地域 の課題 や目指 すべき 方向性 を共有
し 、地域 の実情 に応じ たもの とするこ とが求 められ る。
このた め、学 識経験 者、保 健医療関 係者、 福祉関 係者、 被保険 者
代 表者（第 一号被 保険者 及び第 二号被 保険者 を代表 する者 をいう 。
以下同 じ。） 、介護 給付等 対象サー ビス利 用者、 費用負 担関係 者等
の中 から市 町村の 判断に より参加 者を選 定し、 市町村 介護保 険事業
計 画作成 委員会 等を開 催する こと。 この場 合にお いては 、事務を 効
率的 に処理 するた め、既 存の審議 会等を 活用し ても差 し支え ない。

施 設 の 入 所 定 員 の合 計 数 が 占 め る 割合 に つ いて は 、 七十 ％ 以 上）
とす ること を目標 として 設定する 。
３ 介護保 険事業計 画の作 成のた めの体 制の整 備
介 護保険 事業計画 を作成 するに 当たっ ては、 そのため の体制 の整備
を図る こと。
こ の場合 におい ては、 現に保 健医療 サービ ス又は 福祉サー ビスを 利
用 してい る要介護 者等を はじめ 被保険 者の意 見を反 映するこ と。

市 町村及び 都道府 県の関 係部局 相互間 の連携
介護保 険担当部 局は、 民生担 当部局 、保健 衛生担当 部局、 教育担
当部 局、労働 担当部 局、地 域振興 担当部 局、農 林水産 担当部 局、住
宅 担当部 局等の 関係部 局と連 携する ことが できる 体制を整 備する こ
と。

(一)

(二)

(一)

この ため、 学識経 験者、 保健医 療関係 者、福 祉関係者 、被保 険者
代表者 （第一号 被保険 者及び 第二号 被保険 者を代 表する者 をいう 。
以下 同じ。） 、介護 給付等 対象サ ービス 利用者 、費用負 担関係 者等
の 中から 市町村 又は都道 府県の 判断に より参 加者を 選定し 、介護 保
険事 業計画作 成委員 会等を 開催す ること 。この 場合にお いては 、事
務 を効率 的に処理 するた め、既 存の審 議会等 を活用し ても差 し支え
な い。

介 護保険事 業計画 作成委 員会等 の開催
介護保 険事業 の運営 につい ては、 幅広い 関係者 の協力を 得て、 地
域 の実情 に応じた ものと するこ とが求 められ る。

(二)

13

65

なお、 市町村 介護保 険事業 計画を作 成する 過程で は、そ の他の 専
門家 及び関 係者の 意見の 反映並び に情報 の公開 にも配 慮する こと。
被 保険者 の意見 の反映
市町 村介護 保険事 業計画 により示 される 介護給 付等対 象サー ビス
の 量の水 準が保 険料率 の水準 にも影響 を与え ること に鑑み 、市町 村
は、市 町村介 護保険 事業計 画を作 成しよう とする ときは 、あら かじ
め 、被保 険者の 意見を 反映さ せるため に必要 な措置 を講ず るもの と
されて いる。
この ため、 市町村 介護保 険事業計 画作成 委員会 等を設 置する に当
たって は、公募 その他 の適切 な方法 による 被保険 者を代 表する 地域
住民 の参加 に配慮 するこ と。
ま た、被 保険者 として の地域住 民の意 見を反 映させ るため 、地域
におけ る聞き 取り調 査の実 施、公 聴会の 開催、 自治会 を単位 とする
懇 談会の 開催等 の工夫 を図る こと。
都道府 県との 連携
市町 村介護 保険事 業計画 を作成 する過程 では、 市町村 と都道 府県
との間 の連携 を図る こと。
具体 的には 、都道 府県は 市町村介 護保険 事業計 画の作 成上の 技術
的 事項に ついて の必要 な助言 、介護給 付等対 象サー ビスを 提供す る
ため の施設の 整備等 に関す る広域 的調整 を図る 役割を 有して いるこ
と から、 市町村 は、市 町村介 護保険事 業計画 を作成 するに 当たっ て
は、都 道府県 と意見 を交換 すること 。

なお 、介護保 険事業 計画を 作成す る過程 では、 その他の 専門家 及
び 関係者 の意見 の反映 並びに情 報の公 開にも 配慮す ること 。
被保 険者の意 見の反 映
市 町村介護 保険事 業計画 により 示され る介護 給付等対 象サー ビス
の量の 水準が保 険料率 の水準 にも影 響を与 えるこ とにか んがみ 、市
町村 は、市 町村介 護保険 事業計 画を作 成しよ うとする ときは 、あら
かじめ 、被保険 者の意 見を反 映させ るため に必要 な措置を 講ずる も
のと されてい る。
こ のため 、介護 保険事 業計画 作成委 員会等 を設置す るに当 たって
は、 公募その 他の適 切な方 法によ る被保 険者を 代表する 地域住 民の
参 加に配 慮するこ と。
また、 被保険 者とし ての地域 住民の 意見を 反映さ せるた め、地 域
に おける 聞き取り 調査の 実施、 公聴会 の開催 、自治会 を単位 とする
懇談会 の開催等 の工夫 を図る こと。
市町 村と都道 府県と の間の 連携
都 道府県 は、都 道府県 介護保 険事業 支援計 画を作成 すると ともに
、市 町村に対 し、市 町村介 護保険 事業計 画の作 成上の技 術的事 項に
つい て必要な 助言を するこ とによ り、介 護給付 等対象サ ービス を提
供する ための 施設の 整備等 に関す る広域 的調整 を図る役 割を有 して
い る。
この ため、介 護保険 事業計 画を作 成する 過程で は、市町 村と都 道
府県 との間 の連携 を図るこ と。
した がって 、市町 村は、 市町村 介護保 険事業 計画を作 成する に当
たって は、都道 府県に よる広 域的調 整との 整合性 を図るた め、都 道
府県 と意見を 交換す ること 。
ま た、都 道府県 は、地 域の実 情に応じ た市町 村介護 保険事 業計画
の作 成に関す る指針 を定め るとと もに、 保健所 、福祉事 務所等 を活
用 して、 圏域（法 第百十 八条第 二項第 一号に 規定する 区域を いう。
以下同 じ。）ご とに市 町村相 互間の 連絡調 整を行 う機関 を設置 する
等 の圏域を 単位と する広 域的調 整を図 るため に必要な 市町村 に対す
る支援 を行うこ とが望 ましい 。
なお 、小規模 の市町 村等に ついて は、地 域にお ける介 護給付等 対
象 サービ スを提 供する 体制の 確保に 関する 広域的 取組が求 められ る
こと にかんが み、都 道府県 は、圏 域等を 勘案し て、複数 の市町 村に
よ る広域 的取組に 協力す ること が望ま しい。

66

14

(四)

(三)

(四)

(三)

４ 要 介護者 等地域 の実態 の把握
市町 村は、 要介護 者等の 実態を踏 まえ、 介護給 付等対 象サー ビス及
び 地域支 援事業 の需要 を的確 に把握 した上 で、市 町村介 護保険 事業計
画を 作成す ること 。
こ の場合 、市町 村は、 次の取 組や保険 給付の 現状に 係る他 市町村 と
の比較 等によ り、地 域の実 情の把 握に努め ること 。

被保 険者の 現状と 見込み
市 町村は 、自ら が有す る人口推 計や各 種人口 統計等 を活用 し、市
町村 介護保険 事業計 画作成 時にお ける人 口構造 、被保 険者数 、要介
護 者数、 要支援 者数及 び認知 症高齢者 数等を 定める ととも に、現 状
の人口 構造等 を踏ま え、計 画期間中 の各年 度及び 将来的 な被保 険者
数、 総合事 業（同 事業に 移行す る前の 介護予 防事業 を含む 。）及び
予防給 付の実 施状況 を勘案 した要介 護者等 の数等 の見込 みを定 める
こと 。
こ の場合 におい ては、 その算 定の考え 方を示 すとと もに、 医療療
養病 床から の転換 による 影響も勘 案する こと。
ま た、生 活機能 の低下 した高齢 者の状 況、地 域の医 療サー ビスや
高齢者 の持家 の状況 なども 把握、分 析し、 計画書 の適切 な箇所 で示
す ことが望 ましい こと。
保険給 付の実 績把握 と分析
市町 村は、 市町村 介護保 険事業計 画作成 時にお ける介 護給付 等対
象 サービ スの種 類ごと の量、 介護給 付等対 象サー ビスの 利用の状 況
等を 適切に 定める ため、 要介護者 等の人 数や保 険給付 の実績 につい
て 、介護 保険事 業状況 報告、 介護政策 評価支 援シス テム、 地域包 括
(一)
(二)

４ 要介護 者等の実 態の把 握
市 町村は 、要介 護者等 の実態を 踏まえ 、介護 給付等 対象サ ービス 及
び地 域支援 事業の需 要を的 確に把 握した 上で、 市町村介 護保険 事業計
画 を作成 する。
この場 合、市町 村は必 要に応 じて、 当該市 町村が 定める 区域ご とに
おけ る被保 険者の 心身の 状況、 その置 かれて いる環 境その他 の事情 等
、 要介護 者等の実 態に関 する調 査（日 常生活 圏域ニ ーズ調査 等）を 行
うこと とする。
都道 府県は、 療養病 床に入 院して いる高 齢者の 実態及 び療養 病床を
有する 医療機関 の介護 保険施 設など への転 換の予 定等に関 する調 査を
行い 、その 調査の結 果を市 町村に 提供す るとと もに、市 町村が 要介護
者 等の実 態に関す る調査 や病院 、診療 所、介 護老人 保健施 設等の利 用
者に関 する調 査（病 院及び 診療所 におけ る長期 入院患者 の実態 の把握
を 含む。 ）を行う 場合に おいて は、そ の調査 の実施 が円滑に 行われ る
よう、 関係者相 互間の 連絡調 整を含 め、積 極的に 協力する こと。
なお 、介護 給付等 対象サ ービス の供給に ついて も、市 町村は 、都道
府県と 連携して 、これ を把握 するこ と。
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ケア「 見える 化」シ ステム をはじめ とする 各種調 査報告 や分析 シス
テム を活用 するこ とによ り、保険 給付の 動向や その特 徴の把 握に努
め ること 。
なお 、認知 症ケア パスを 作成し市 町村介 護保険 事業計 画に反 映す
る ことが 求めら れるこ とから 、その作 成過程 におい て、認 知症で あ
る者の サービ ス等の 利用状 況や国 民健康保 険及び 後期高 齢者医 療制
度 の被保 険者の うち認 知症を 主たる理 由とし て入院 してい る者の 把
握と分 析を行 うこと が望ま しい。
この 場合に おいて は、市 町村介護 保険事 業計画 作成時 におけ る介
護給付 等対象サ ービス に係る 課題の 分析及 び評価 の結果 を示す こと
。
ま た、第 五期市 町村介 護保険事 業計画 及び市 町村老 人福祉 計画（
老人福 祉法第 二十条 の八第 一項に 規定す る市町 村老人 福祉計 画をい
う 。以下 同じ。 ）の作 成又は 推進に係 る課題 を分析 し、か つ、評 価
して、 その結 果を第 六期市 町村介護 保険事 業計画 の作成 に活用 する
こと 。
調査の 実施
市町 村は、 被保険 者のサ ービスの 利用に 関する 意向等 を把握 する
と ともに 、自ら が定め る区域 ごとに被 保険者 の心身 の状況 、その 置
かれ ている環 境その 他の事 情等、 要介護 者等の 実態に 関する 調査（
以 下「日 常生活 圏域ニ ーズ調 査等」と いう。 ）の実 施に努 めるこ と
。
この 場合、 調査の 時期、 方法等 を示す ととも に、広 域連合 等にお
ける複 数の市 町村に よる共 同実施に ついて は、そ の取り 組み等 を盛
り込 むこと 。
さ らに、 当該調 査によ り定量 的に把握 された 心身の 状況が 低下し
た被 保険者 の状況 等を参 考として 、生活 支援サ ービス や介護 予防事
業 の充実 等の取 組を市 町村介 護保険事 業計画 に定め るとと もに、 そ
れらの 取組を 勘案し て要介 護者等の 数やサ ービス 量の見 込みを 定め
る ことが望 ましい 。
地域ケ ア会議 の活用
市町 村は、 地域ケ ア会議 の活用に より、 高齢者 個人に 対する 支援
の 充実と 、それ を支え る社会 基盤の 整備を 図るよ う努め ること。
具体 的には 、地域 ケア会 議の中で 個別事 例の検 討を行 うこと を通
じ て、高 齢者個 人の生 活課題 に対して 、単に 既存サ ービス を提供 す
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(三)
(四)
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るだけ でなく 、その 課題の 背景にあ る要因 を探り 、個人 と環境 に働
きか けるこ とによ って自 立支援に 資する ケアマ ネジメ ント支 援を行
う こと。 また、 これら の課題 分析や 支援の 積み重 ねを通 じて、 地域
に共 通する 課題や 有効な 支援策を 明らか にし、 課題の 発生予 防や重
度 化予防 に取り 組むと ともに 、多職種 協働に よる地 域包括 支援ネ ッ
トワー クの構 築や資 源開発 等に取 り組むこ とが必 要であ り、さ らな
る 個別支 援の充 実につ なげて いくこと 。
地域ケ ア会議 の運営 に当た っては、 市町村 所管課 及び地 域包括 支
援セ ンター が役割 分担を しながら 、地域 に不足 する資 源の開 発や有
効な支 援策の普 遍化等 につい て検討 し、日 常生活 圏域ニ ーズ調 査等
の結 果と照 らし合 わせな がら市町 村介護 保険事 業計画 等の行 政施策
に つなげ ていく ことが 望まし い。
その際 、市町 村は地 域包括 支援セ ンター が抽出 した地 域課題 を定
期 的に受 け付け る窓口 を明確 化したり 、地域 課題解 決のた めの検 討
につな げてい くなど 、医療 と介護の 関係者 が連携 して、 地域ケ ア会
議が 円滑に 実施す ること ができ る環境を 整える ことが 重要で ある。
日 常生活 圏域の 設定
市 町村は 、地理 的条件 、人口 、交通事 情その 他の社 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 況その 他の条 件
を 総合的 に勘案 して、 各市町 村の高齢 化のピ ーク時 までに 目指す べき
地域包 括ケア システ ムを構 築する区 域を念 頭にお いて、 中学校 区単位
等、 地域の 実情に 応じた 日常生 活圏域 を定め ること 。
なお、 市町村 介護保 険事業 計画に定 める日 常生活 圏域は 、市町 村計
画（ 地域に おける 医療及 び介護 の総合的 な確保 の促進 に関す る法律 （
平 成元年 法律第 六十四 号。以 下「医療 介護総 合確保 法」と いう。 ）第
五条 第一項 に規定 する市 町村計 画をいう 。以下 同じ。 ）を作 成する 場
合 に当該 計画に 記載さ れる市 町村医療 介護総 合確保 区域（ 医療介 護総
合確保 法第五 条第二 項第一 号に規定 する医 療介護 総合確 保区域 をいう
。 以下同じ 。）と 整合性 が図ら れたも のとす ること 。

５

日常生 活圏域及 び老人 福祉圏 域の設 定
日常 生活圏域
市町 村は、 地理的 条件、 人口、 交通事 情その 他の社会 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 その他 の
条件 を総合的 に勘案 して、 例えば 各市町 村の高 齢化のピ ーク時 まで
に 目指す べき地 域包括ケ アケア システ ムを構 築する ことを 念頭に お
いて 、中学校 区単位 等、地 域の実 情に応 じた日 常生活圏 域を定 める
必要 がある。
なお 、地域に おける 公的介 護施設 等の計 画的な 整備等 の促進 に関
する 法律（ 平成元 年法律 第六十 四号。 以下「 介護施設 整備法 」とい
う。） 第四条第 一項に 規定す る市町 村整備 計画（ 以下「市 町村整 備
計画 」という 。）を 作成す る場合 には、 当該計 画に記載 される 日常
生 活圏域 （同条 第二項 第一号 に規定 する日 常生活圏 域をい う。） は
、市 町村介護 保険事 業計画 に定め る日常 生活圏 域と整合 性が取 れた
もので あること 。
老人 福祉圏域
都 道府県 介護保 険事業 支援計 画にお いては 、介護給 付等対 象サー
ビス の種類ご との量 の見込 みを定 める単 位とな る圏域を 定める もの
と されて おり、こ れを老 人福祉 圏域（ 老人福 祉法第二 十条の 九第二
(一)

(二)
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６ 他の 計画と の関係
市町村 介護保 険事業 計画は 、市町村 老人福 祉計画 と一体 のもの とし
て作 成され 、市町 村計画 との整 合性が確 保され たもの とし、 市町村 地
域福祉 計画（社 会福祉 法（昭 和二十 六年法 律第四 十五号 ）第百 七条に
規定 する市 町村地 域福祉 計画を いう。以 下同じ 。）、 市町村 障害福 祉
計 画（障 害者の 日常生 活及び 社会生活 を総合 的に支 援する ための 法律
（平成 十七年 法律第 百二十 三号。 以下「 障害者 総合支 援法」 という。
） 第八十 八条第 一項に 規定す る市町村 障害福 祉計画 をいう 。以下 同じ
。）又 は市町 村健康 増進計 画（健康 増進法 （平成 十四年 法律第 百三号
）第 八条第 二項に 規定す る市町 村健康増 進計画 をいう 。）そ の他の 法
律の規 定によ る計画 であっ て要介護 者等の 保健、 医療、 福祉又 は居住
に関 する事 項を定 めるも のと調 和が保た れたも のとす ること 。
こ れに加 えて市 町村高 齢者居 住安定確 保計画 （高齢 者の居 住の安 定
確保 に関する 法律（ 平成十 三年法 律第二 十六号 ）第三 条第一 項に規 定
す る基本 指針（ 高齢者 の居住 の安定の 確保に 関する 基本的 な方針 （平
成二十 一年厚 生労働 省・国 土交通省 告示第 一号） をいう 。）の 七にお
いて 、策定 が望ま しいと されて いる市 町村が 定める 高齢者 の居住の 安
定の確 保に関 する計 画をい う。以下 同じ。 ）を定 めてい る場合 にあっ
ては 、当該 計画と の調和 が保た れたもの とする ことが 望まし い。
ま た、市 町村介 護保険 事業計 画におい ては、 これら 計画と の関係 に
つい て盛り 込むこ と。
市 町村老 人福祉 計画と の一体性
市町村 老人福 祉計画 は、老 人に対し 、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、 要介護 者等に 対
する介 護給付 等対象 サービ ス及び介 護予防 事業の 提供の ほか、 地域
住民 等によ る自主 的活動 等として 実施さ れる介 護予防 の取組 、認知
症 等の予 防のた めのサ ービス の提供 、独り 暮らし の老人 の生活の 支
援の ための サービ スの提 供等も含 め、地 域にお ける老 人を対 象とす
る 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
(一)
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項第一 号に規定 する区 域をい う。以 下同じ 。）と して取り 扱うも の
とさ れている 。圏域 につい ては、 保健医 療サー ビス及 び福祉 サービ
ス の連携 を図る 観点か ら、二 次医療 圏（医 療法第 三十条の 四第二 項
第十 号に規定 する区 域をい う。以 下同じ 。）と 一致させ ること が望
ま しい。 このため 、老人 福祉圏 域が二 次医療 圏と一致 してい ない都
道府県 は、可 能な限 り、両 者を一 致させる よう努 めるこ と。
６ 他 の計画 との関係
介護 保険事業 計画は 、老人 福祉計 画と一 体のも のとして 作成さ れ、
医 療計画 （医療 法第三 十条の 四に規 定する 医療計 画をいう 。以下 同じ
。） 、地域 福祉計画 （社会 福祉法 （昭和 二十六 年法律第 四十五 号）第
百 七条に 規定する 市町村 地域福 祉計画 及び同 法百八 条に規定 する都 道
府県地 域福祉 支援計 画をいう 。以下 同じ。 ）、都 道府県 医療費 適正化
計 画（高 齢者の医 療の確 保に関 する法 律（昭 和五十 七年法律 第八十 号
。以下 「高齢者 医療確 保法」 という 。）第 九条第 一項に規 定する 都道
府県 医療費 適正化計 画をい う。以 下同じ 。）、 健康増 進計画 （健康 増
進 法（平 成十四 年法律 第百三 号）第 八条第 一項に 規定する 都道府 県健
康増 進計画 及び同条 第二項 に規定 する市 町村健 康増進計 画をい う。）
、 都道府 県住生活 基本計 画（住 生活基 本法（ 平成十 八年法律 第六十 一
号 ）第十 七条に 規定す る都道 府県計 画をい う。） 、高齢者 居住安 定確
保 計画（ 高齢者の 居住の 安定確 保に関 する法 律第四 条第一項 に規定 す
る高齢 者居住安 定確保 計画を いう。 以下同 じ。） 又は市町 村整備 計画
その 他の法 律の規 定による 計画で あって 要介護 者等の 保健、 医療、 福
祉又は 居住に関 する事 項を定 めるも のと調 和が保 たれたも のとす るこ
と。

老人福 祉計画と の一体 性
老人 福祉計 画は、 老人に 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 、要介 護者等に 対する 介
護給 付等対象 サービ ス及び 介護予 防事業 の提供 のほか、 地域住 民等
に よる自 主的活 動等とし て実施 される 介護予 防の取 組、認 知症等 の
予防 のための サービ スの提 供、独 り暮ら し老人 の生活の 支援の ため
の サービ スの提供 等も含 め、地 域にお ける老 人を対象 とする 福祉サ
ービス の全般に わたる 供給体 制の確 保に関 する計 画とし て作成 され
(一)
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作成さ れるも のであ る。
この ため、 市町村 介護保 険事業計 画につ いては 、市町 村老人 福祉
計 画と一 体のも のとし て作成 するこ と。
市町 村計画 との整 合性
地 域にお いて効 率的か つ質の高 い医療 提供体 制を構 築する ととも
に地域 包括ケ アシス テムを 構築す ることを 通じ、 地域に おいて 医療
・ 介護の サービ スを総 合的に 確保する ことが 重要で ある。
このた め、市 町村介 護保険 事業計画 につい ては、 市町村 計画と の
整合 性の確 保を図 るもの とするこ と。
市町村 地域福祉 計画と の調和
介護 給付等 対象サ ービス 及び地域 支援事 業など の公的 なサー ビス
と 地域に おける 様々な 主体に よるサー ビスを 重層的 に組み 合わせ る
ことに よって 、要介 護者等 の生活 全般の 課題を 解決す ること が重要
で ある。
このた め、市 町村介 護保険 事業計画 につい ては、 地域に おいて 様
々な 提供主 体によ るサー ビスを 実施、連 携させ る市町 村地域 福祉計
画と調 和が保 たれた ものと すること 。
市町 村障害 福祉計 画との 調和
市 町村障 害福祉 計画に おいては 、高齢 者を含 む障害 者の自 立支援
の観 点から、 精神科 病院か ら地域 生活へ の移行 を進め ること として
お り、高 齢の障 害者が 地域生 活へ移行 し、又 は地域 生活を 維持及 び
継続す るため 、介護 給付等 対象サー ビス等 を必要 に応じ て提供 して
いく ことも 重要で ある。
こうし た観点 から、 市町村 介護保険 事業計 画につ いては 、市町 村
障害 福祉計 画との 調和が 保たれた ものと すると ともに 、都道 府県障
害 福祉計 画（障 害者総 合支援 法第八十 九条第 一項に 規定す る都道 府
県障 害福祉 計画を いう。 以下同じ 。）に おける 高齢者 を含む 入院中
の 精神障 害者の 地域生 活への 移行に係 る成果 目標の 達成に 向けた 取
組に留 意する こと。
市 町村健康 増進計 画との 調和
少子高 齢化が 進む中 で、健 康寿命を 延伸し 、要介 護状態 等の予 防
や悪 化の防 止を図 ること は、重要 である 。
こ のため 、市町 村介護 保険事 業計画 につい ては、 高齢者 の健康に
焦点 を当て た取組 など住 民の健康 の増進 の推進 に関す る施策 との連
携 が重要 であり 、市町 村健康 増進計画 が定め られて いる場 合には 、

るも のである 。
こ のため 、介護 保険事 業計画に ついて は、老 人福祉 計画と 一体の
もの として作 成され なけれ ばなら ない。

地域 福祉計画 との調 和
介 護給付等 対象サ ービス 及び地 域支援 事業な どの公的 なサー ビス
と地域 におけ る様々 な主体に よるサ ービス を重層 的に組 み合わ せる
こ とによ って、要 介護者 等の生 活全般 の課題 を解決す ること が重要
である 。
この ため、介 護保険 事業計 画につ いては 、地域 におい て様々 な提
供 主体に よるサ ービス を実施 、連携 させる 地域福 祉計画と 調和が 保
たれ たものと するこ と。
(二)

(二)
(三)
(四)
(五)
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医療 計画との 調和
医 療計画 につい ては、 医療提 供体制 の確保 に関する 基本方 針（平
成十 九年厚生 労働省 告示第 七十号 ）にお いて、 居宅等に おける 医療
の 確保に 関する事 項を定 めるに 当たり 、療養 病床の再 編成も 踏まえ
、介護 サービ スも含 めた地 域のケ ア体制を 計画的 に整備 するた め、
療 養病床 の円滑な 転換を 含めた 地域に おける サービス の整備 や退院
時の相 談・支援 等に努 めるこ とが求 められ るとさ れている こと、 ま
た、 医療計画 及びそ れに基 づく具 体的な 施策を 定める に当た り、こ
の指針 及び都道 府県介 護保険 事業支 援計画 にも配 慮して定 めるこ と
が求 められる とされ ている ことに 留意す ること 。
都 道府県医 療費適 正化計 画との 調和
療養病 床から 介護保 険施設 等への 円滑な 転換が 図られる ように す
る ため、 介護保険 事業計 画にお いて介 護給付 等対象サ ービス の量の
見込み を定める に当た っては 、都道 府県医 療費適 正化計画 におけ る
療養 病床（ 回復期 リハビ リテー ション病 棟であ る療養 病床を 除く。
）に関 する記述 や、療 養病床 を有す る医療 機関の 転換の意 向等を 勘
案し て、療養 病床か ら転換 する介 護保険 施設等 に係るサ ービス の量
の 増加を 踏まえた サービ スの量 の見込 みとす ること 。
高 齢者居住 安定確 保計画 との調 和
高齢者 が可能な 限り住 み慣れ た地域 でその 有する能 力に応 じ自立
した 日常生 活を営 むことが できる よう、 介護給 付等対 象サー ビス及
び地域 支援事業 等の公 的なサ ービス 等と連 携して 、質の確 保され た
高齢 者のニー ズに応 じた住 宅等を 提供し 、要介 護者等の 生活全 般の
課 題を解 決するこ とが重 要であ る。こ のため 、介護 保険事 業計画 に
ついて は、公 的介護 施設等 も含め た高齢 者の住 まいの総 量を把 握し
、 高齢者 に対する 賃貸住 宅と老 人ホー ム、介 護等のサ ービス の組み
合わせ 等による 適切な 対応を 図る高 齢者居 住安定 確保計画 と調和 が
保た れたも のとす ること 。
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当該計 画との 調和に 配慮す ること。

市町 村高齢者 居住安 定確保 計画と の調和
高 齢者が 可能な 限り住 み慣れた 地域で その有 する能 力に応 じ自立
した日 常生活 を営む ことが できるよ う、介 護給付 等対象 サービ ス等
に関 する施 策を、 居住等 に関す る施策 との有 機的な 連携を 図りつつ
包括的 に推進 するこ とが重 要である 。こう した観 点から 、市町 村介
護保 険事業 計画に ついて は、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、 養護老人 ホーム 、特別 養護老 人ホー ム
その 他の高 齢者に 対する 賃貸住宅 及び老 人ホー ム（以 下「高 齢者に
対 する賃 貸住宅 及び老 人ホー ム」とい う。） の供給 の目標 等を定 め
る市町 村高齢 者居住 安定確 保計画と 調和が 保たれ たもの とする こと
が 望ましい 。
なお、 市町村 におい ても、 必要に応 じて市 町村高 齢者居 住安定 確
保計 画を策 定し、 自らの 市町村内 におけ る高齢 者向け 住まい の供給
目 標を定 めるこ とが望 ましい が、こ れを策 定しな い場合 であって も
、こ れらの 供給目 標につ いては、 市町村 が都道 府県と の協議 により
、 地域の 実情に 応じた 市町村 別の供給 目標を 、都道 府県高 齢者居 住
(六)
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(三)
(四)

(五)

７

安定確 保計画 （高齢 者の居 住の安定 確保に 関する 法律第 四条第 一項
に規 定する 高齢者 居住安 定確保計 画をい う。以 下同じ 。）に 反映す
る ことが 可能で あるこ とに留 意する こと。
社会 福祉事 業に従 事する 者の確保 を図る ための 措置に 関する 基本
的 な指針 （社会 福祉法 第八十 九条第一 項に規 定する 基本指 針をい う
。以下 「福祉 人材確 保指針 」とい う。）を 踏まえ た取組
介 護保険 制度が 国民の ニーズに 応える よう十 分機能 してい くため
には、 福祉・ 介護サ ービス を担う人 材の安 定的な 確保が 重要で ある
。こ うした 観点か ら、市 町村介護 保険事 業計画 におい て、介 護人材
確保策 を定める 場合に あって は、福 祉・介 護サー ビスの 仕事が 魅力
ある 職業と して認 知され 、今後さ らに拡 大する 福祉・ 介護ニ ーズに
対 応でき る質の 高い人 材の確 保のため の取組 の指針 である 福祉人 材
確保指 針を踏 まえ、 地域の 実情に 応じ、 重点的 に取り 組む事 項を明
確 にする こと。
介護 雇 用 管理 改 善 等計 画 （ 介護 労 働者 の 雇 用管 理 の 改善 等 に 関す
る 法 律 （ 平 成 四 年 法律 第 六 十三 号 ）第 六 条 第一 項 に 規定 す る 計画 を
いう。 以下同 じ。） を踏ま えた取組
介護 労働者 が意欲 と誇り をもって 魅力あ る職場 でその 能力を 発揮
し て働く ことが できる ように すること 等のた め、介 護労働 者の雇 用
管理 改善や能 力開発 をする ことが 重要で ある。 こうし た観点 から、
市 町村介 護保険 事業計 画にお いて、介 護人材 確保策 を定め る場合 に
あって は、介 護雇用 管理改 善等計画 に定め る介護 労働者 の雇用 管理
の改 善の促 進、能 力の開 発及び 向上を 図るた めに講 じよう とする施
策の基 本とな るべき 事項を 踏まえる こと。
その他
計 画期間 と作成 の時期
市町 村介護 保険事 業計画 は、概ね 三年を 通じ財 政の均 衡を保 つも
の でなけ ればな らない ものと される保 険料の 算定の 基礎と なる介 護
給付等 対象サ ービス 及び地 域支援事 業の量 の見込 み等に ついて 定め
る ものであ ること から、 三年を 一期と して作 成する 。
第六期 市町村 介護保 険事業 計画につ いては 、平成 二十七 度から 平
成二 十九年 度まで を期間 として、 平成二 十六年 度中に 作成す ること
が 必要で ある。
公表 と地域 包括ケ アシス テムの普 及啓発
市 町村は 、市町 村介護 保険事業 計画を 作成し たとき は、遅 滞なく
(七)
(八)
(一)
(二)
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、これ を都道 府県知 事に提 出するほ か、こ れを公 表する こと。
また 、介護 保険制 度の健 全かつ円 滑な運 営を図 るため には、 国民
の 理解及 び協力 を得る ことが 求めら れるこ とから 、市町 村は、 被保
険者 として の地域 住民に 対し、介 護保険 事業に 関する 情報（ 介護保
険 制度の 基本的 理念を 含む。 ）の提供 に努め ること 。
さらに 、市町 村介護 保険事 業計画 を通じて 構築す る地域 包括ケ ア
シ ステム は、地 域の住 民、介 護従事者 、介護 サービ ス事業 者、民 間
企業、
、 地域の 諸団体な どによ り支え られる もので あるこ と
から 、様々 な経路 や手法 により地 域が目 指す方 向に対 する理 解が関
係者間 で共有で きるよ う、公 表の工 夫も行 いなが ら、様 々な経 路や
方法 により これら の関係 者による 多様か つ積極 的な取 組を進 めるた
め の普及 啓発を 図るこ と。
達成状 況の点 検及び 評価
市 町村介 護保険 事業計 画につい ては、 各年度 におい て、そ の達成
状況を 点検し 、その 結果に 基づいて 対策を 実施す ること 。
この 場合に おいて は、高 齢者へ の自立支 援の効 果、地 域にお ける
日常生 活の継 続の状 況、在 宅と施設 のサー ビスの 量の均 衡等の 市町
村介 護保険 事業計 画の達 成状況を 分析し 、かつ 、評価 するた めの項
目 を設定 する等 の工夫 を図る こと。
特に 、要支援 者に対 するサ ービス 提供に ついて 、市町 村が計 画期
間 中の取 組、費 用等の 結果に ついて検 証し、 第七期 以降の 計画に つ
なげて いくこ と。具 体的に は、ガイ ドライ ンを参 考にし ながら 、関
係者 間で議 論しつ つ、評 価し、 結果を 共有し ていく ことが 必要であ
ること 。
二 市町村 介護保 険事業 計画の 基本的記 載事項
市 町村介 護保険 事業計 画にお いて定め ること とされ た事項 は、次 に掲
げる 事項と する。
N
P
O

１ 日常生 活圏域
第二の 一の５ を踏ま え、日 常生活圏 域の範 囲、各 日常生 活圏域 の状
況等 を定め ること 。
２ 各年 度にお ける介 護給付 等対象 サービ スの種 類ごと の量の見 込み
各年 度にお ける介 護給付 等対象サ ービス の種類 ごとの 量の見 込みに
つ いては 、市町 村にお ける高 齢者人口 の動向 、介護 給付等 対象サ ービ

二 市町 村介護 保険事業 計画の 作成に 関する 基本的 記載事 項
今般の 介護保 険法等 の改正 におい て、地 域の自 主性及び 自立性 を高め
る ための 見直しが 行われ たこと により 、市町 村介護 保険事業 計画に おい
て 定める 事項は、 次に掲 げる事 項その 他の別 表第一 に掲げる 事項と する
。

１ 各年度 における 介護給 付等対 象サー ビスの 種類ご との量の 見込み
各 年度に おける介 護給付 等対象 サービ スの種 類ごとの 量の見 込みに
ついて は、市町 村介護 保険事 業計画 を作成 しよう とする ときに おける
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(三)
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各 年度に おける 市町村 全域及び 日常生 活圏域 ごとの 認知症 対
応型 共同生活 介護、 地域密 着型特 定施設 入居者 生活介 護及び 地
域 密着型 介護老 人福祉 施設入所 者生活 介護そ れぞれ の必要 利用
定員総 数並び に指定 地域密着 型サー ビスの 種類ご との量 の見込
みを 定める ととも に、そ の算定 に当た っての 考え方 を示す こと
。
その 際、日 常生活 圏域ごと に均衡 のとれ た介護 給付対 象サー
ビ スの提 供が行 われる よう、 地域の実 情に応 じた必 要利用 定員
総数 及び見 込量を 定める こと。特 に、入 所申込 者が多 数存在 す
る 指定介 護老人 福祉施 設や地域 密着型 介護老 人福祉 施設に つい
ては、 保険者 である 市町村に おいて 、入所 申込み を行っ ている
要 介護高齢 者等の うち、 介護の 必要性 や家族 の状況 等によ り、
当該施 設以外 では生 活が困難 であり 、真に 入所が 必要と 判断さ
れる 被保険 者を適 宜の方 法で把握 し、そ の状況 も踏ま えた上 で
、 必要な サービ スの種 類ごと の量の 見込み を定め ること 。
なお 、認知 症対応 型共同生 活介護 、地域 密着型 特定施 設入居
者 生活介 護及び 地域密 着型介護 老人福 祉施設 入所者 生活介 護に

スの給 付の実 績を分 析し、 かつ、評 価する など第 二の一 の４に 掲げる
事項 を踏ま えた上 で、法 第百十 六条第二 項第二 号に基 づく参 酌標準 （
市 町村介 護保険 事業計 画にお いて介 護給付 等対象 サービ スの種 類ごと
の量 の見込 みを定 めるに 当たっ て参酌す べき標 準とし て別表 に掲げ る
も のをい う。） を参考 として 、次の区 分によ り定め ること 。
なお、 要介護 者等の 数の見 込みを 定める際 には、 各年度 におけ る高
齢 者人口 の動向 、総合 事業（ 同事業に 移行す る前の 介護予 防事業 を含
む。） 及び予 防給付 の実施 状況及び 見込ま れる効 果を勘 案して 、地域
の実 情に応 じて定 めるこ とが必 要である 。
また、 サービス の量の 見込み を定め る際に は、地 域で作 成した 認知
症ケ アパス 及び認 知症で ある者 を含む精 神科病 院から の退院 者を地 域
で 受け入 れるこ とを踏 まえた ものとす るよう 留意す ること 。
各年度 におけ る介護 給付対 象サー ビス（ 介護給 付に係 る介護 給付
等 対象サ ービス をいう 。以下 同じ。） の種類 ごとの 量の見 込み
イ 市 町村及 び日常 生活圏 域ごとの 必要利 用定員 総数並 びに指 定
地域 密着型 サービ スの量 の見込 み
(一)

な お、認知 症対応 型共同 生活介 護、地 域密着型 特定施 設入居
者生活介 護及び 地域密 着型介 護老人 福祉施 設入所 者生活 介護に

介護 給付等 対象サー ビスの 給付の 実績を 分析し 、かつ、 評価し 、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 向や療 養病床 に入
院し ている 高齢者の 実態等 を把握 した上 で、参 酌標準（ 市町村 介護保
険 事業計 画におい て介護 給付等 対象サ ービス の種類 ごとの量 の見込 み
を定め るに当た って参 酌すべ き標準 として 別表第 二に掲 げるも のをい
う。別 表第一 におい て同じ 。）を 参考と して、 次の区分 により 定める
ことが 必要であ る。
こ の場合 において は、サ ービス 量の見 込みを 定めるに 当たり 、要介
護 者等の 数の見 込みを 定める 際には 、参酌 標準（ 市町村介 護保険 事業
計画に おいて介 護給付 等対象 サービ スの量 の見込 みを定め るに当 たり
、 要介護 者等の数 の見込 みを定 める際 に参酌 すべき 標準とし て別表 第
三に掲 げるも のをい う。）を 参考と して定 めるこ とが必 要であ る。
各 年度にお ける介 護給付 対象サ ービス （介護 給付に係 る介護 給付
等対象 サービス をいう 。以下 同じ。 ）の種 類ごと の量の見 込み
イ 医 療療養病 床から 介護保 険施設 等への 転換分 以外の 介護給 付対
象サ ービス の種類 ごとの 量の見 込み
① 市 町村及び 日常生 活圏域 ごとの 指定地 域密着型 サービ スの量
の見 込み
各年度 におけ る市町 村全域 及び日 常生活 圏域ごと の認知 症対
応 型共同生 活介護 、地域 密着型 特定施 設入居 者生活介 護及び 地
域密着型 介護老 人福祉 施設入 所者生 活介護 それぞれ の必要 利用
定員 総数並 びに指 定地域密 着型サ ービス の種類 ごとの 量の見 込
みを定め るとと もに、 その算 定に当 たって の考え方 を示す こと
が必 要である 。
そ の際、日 常生活 圏域ご とに均 衡のと れた介 護給付 対象サ ー
ビスの 提供が 行われ るよう 、地域 の実情 に応じた 見込量 を定め
る こと。
(一)
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係る 必要利用 定員総 数には 、指定 介護療 養型医療 施設が これら
の 事業を 行う施 設等へ 転換する 場合に おける 当該転 換に伴 う利
用定 員の増加 分は含 まない ものと する。
② 指定地 域密着 型サー ビス以 外の介 護給付 対象サー ビスの 量の
見込み
各年 度にお ける指 定地域 密着型 サービ ス以外の 介護給 付対象
サービス の種類 ごとの 量の見 込みを 定める とともに 、その 算定
に当 たっての 考え方 を示す ことが 必要で ある。
そ の際、 定期巡 回・随 時対応 型訪問 介護看 護（指定 地域密 着
型サ ービスで ある定 期巡回 ・随時 対応型 訪問介護 看護に 限る。
以 下同じ。 ）、夜 間対応 型訪問 介護（ 指定地 域密着型 サービ ス
である 夜間対 応型訪 問介護に 限る。 以下同 じ。） 、認知 症対応
型 通所介護 （指定 地域密 着型サ ービス である 認知症対 応型通 所
介護に限 る。以 下同じ 。）、 小規模 多機能 型居宅介 護（指 定地
域密 着型サー ビスで ある小 規模多 機能型 居宅介 護に限 る。以 下
同 じ。） 及び複 合型サ ービス （指定 地域密 着型サー ビスで ある
複合 型サービ スに限 る。以 下同じ 。）の 量の見込 みを踏 まえる
こ とが必要 である 。

ロ 医療 療養病床 から介 護保険 施設等 への転 換分に係 る介護 給付対
象サー ビスの量 の見込 み
各 年度にお ける市 町村ご との医 療療養 病床か ら介護保 険施設 等
への転 換分に係 る介護 給付対 象サー ビスの 量の見込 みにつ いては
、都 道府県と 連携し 、市町 村介護 保険事 業計画 を作成 しよう とす
る ときに おける 主に介 護を必 要とす る高齢 者が利用 してい る医療
療養 病床の数 及びそ れらの 高齢者 の介護 給付対 象サービ スの利 用
に 関する意 向並び に医療 療養病 床を有 する医 療機関の 介護保 険施
設など への転 換の予 定等を 把握し た上で 、この 号１ イ の介護 給
付 対象サー ビスの 種類ご との量 の見込 みとは 別にサー ビスの 量の
見込み を定める ととも に、そ の算定 に当た っての考 え方を 示すこ
と。
な お、医 療療養 病床が 認知症 対応型 共同生 活介護、 地域密 着型
特定 施設入居 者生活 介護及 び地域 密着型 介護老 人福祉施 設入所 者
生 活介護の 事業を 行う施 設等に 転換す る場合 における 当該転 換に

(一)

係る必 要利用 定員総 数には、 医療療 養病床 及び指 定介護 療養型
医療 施設が これら の事業 を行う施 設等へ 転換す る場合 におけ る
当 該転換 に伴う 利用定 員の増 加分は 含まな いもの とする 。
ロ 指定地 域密着 型サー ビス以外 の介護 給付対 象サー ビスの 量の
見 込み
各年度 におけ る指定 地域密 着型サ ービス以 外の介 護給付 対象
サ ービス の種類 ごとの 量の見込 みを定 めると ともに 、その 算定
に当た っての 考え方 を示すこ と。
その 際、定 期巡回 ・随時対 応型訪 問介護 看護（ 指定地 域密着
型サー ビスであ る定期 巡回・ 随時対 応型訪 問介護 看護に 限る。
以下 同じ。 ）、夜 間対応 型訪問介 護（指 定地域 密着型 サービ ス
で ある夜 間対応 型訪問 介護に限 る。以 下同じ 。）、 平成二 十八
年四月 一日ま での間 におい て政令 で定め る日か ら施行 する地 域
密 着型通 所介護 （指定 地域密着 型サー ビスで ある地 域密着 型通
所介護 に限る 。以下 同じ。） 、認知 症対応 型通所 介護（ 指定地
域密 着型サ ービス である 認知症 対応型通 所介護 に限る 。以下 同
じ。） 、小規 模多機 能型居宅 介護（ 指定地 域密着 型サー ビスで
ある 小規模 多機能 型居宅 介護に限 る。以 下同じ 。）及 び複合 型
サ ービス （指定 地域密 着型サー ビスで ある複 合型サ ービス に限
る。 以下同じ 。）の 量の見 込みを 踏まえ ること が必要 である 。

また 、各年 度にお ける市 町村ご との医 療療養 病床か ら介護 保
険施設 等への 転換分 に係る介 護給付 対象サ ービス の量の 見込み
につ いては 、都道 府県と 連携し、 市町村 介護保 険事業 計画を 作
成 しよう とする ときに おける 主に介護 を必要 とする 高齢者 が利
用し ている 医療療 養病床 の数及び それら の高齢 者の介 護給付 対
象 サービ スの利 用に関 する意向 並びに 医療療 養病床 を有す る医
療機関 の介護 保険施 設などへ の転換 の予定 等を把 握した 上で、
こ の に掲 げるそ れぞれ の介護 給付対 象サー ビスの 種類ご との
量の見 込みに 含めて 見込むこ と。
(一)
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各 年度に おける 予防給 付対象 サービ ス（介 護予防 給付等 対象サ ービ
スの うち予 防給付 に係る ものを いう。以 下同じ 。）の 種類ご との量 の
見 込み
イ 指 定地域 密着型 介護予 防サー ビスの量 の見込 み
各 年度に おける 指定地 域密着型 介護予 防サー ビスの 種類ご との
量の見 込みを 定める ととも に、その 算定に 当たっ ての考 え方を 示
すこ と。
その際 、できる 限り日 常生活 圏域内 で指定 地域密 着型介 護予防
サー ビスが 利用さ れるよ うにする 観点か ら、日 常生活 圏域ご とに
均 衡のと れたサ ービス の提供が 行われ るよう 、地域 の実情 に応じ
た見込 量を確 保する こと。
ロ 指 定地域 密着型 介護予 防サービ ス以外 の予防 給付対 象サー ビス
の量 の見込 み
指定地 域密着 型介護 予防サー ビス以 外の予 防給付 対象サ ービス
の種 類ごと の量の 見込み を定める ととも に、そ の算定 に当た って
の 考え方 を示す こと。
その 際、指定 地域密 着型介 護予防 サービ スの量 の見込 みを踏 ま
え るとと もに、 第六期 期間中に 、予防 給付対 象サー ビスの うち、
訪問介 護及び 通所介 護に係 るものが 総合事 業に移 行する ことに 留
意す ること 。

(二)

伴うこ れらの事 業の利 用定員 の増加 分につ いては、 この号 １
で定 める必要 利用定 員総数 には含 めない ものと する。
各年 度におけ る予防 給付対 象サー ビスの 種類ご との量の 見込み

イ

(一)

介 護予防等 事業対 象者数 の見込 み
介護予 防等事業 に係る 事業の 量の見 込みを 定める に当た っては 、

イ 市町村 及び日 常生活 圏域ご との指 定地域 密着型介 護予防 サービ
ス の量の見 込み
各 年度にお ける市 町村全 域及び 日常生 活圏域 ごとの指 定地域 密
着 型介護 予防サ ービス の種類 ごとの 量の見 込みを定 めると ともに
、その 算定に当 たって の考え 方を示 すこと 。
その際、 できる 限り日 常生活 圏域内 で指定 地域密着 型介護 予防
サービ スが利 用され るように する観 点から 、日常 生活圏 域ごと に
均 衡のとれ たサー ビスの 提供が 行われ るよう 、地域の 実情に 応じ
た 見込量を 確保す ること 。
ロ 指定地域 密着型 介護予 防サー ビス以 外の予 防給付 対象サ ービス
の 量の見 込み
指定 地域密着 型介護 予防サ ービス 以外の 予防給付 対象サ ービス
の 種類ごと の量の 見込み につい ては、 市町村 介護保険 事業計 画を
作成し ようと すると きにお ける介 護給付 等対象 サービス の給付 の
実績 を分析し 、かつ 評価し 、要支 援者の 予防給 付対象サ ービス の
利用に 関する意 向等を 把握し た上で 、種類 ごとの量 の見込 みを定
める ととも に、そ の算定に 当たっ ての考 え方を 示すこ と。
その 際、指定 地域密 着型介 護予防 サービ スの量の 見込み を踏ま
えるこ と。
２ 各年度 における 地域支 援事業 の量の 見込み
各 年度に おける 地域支 援事業 に係る 事業の 種類ご との量の 見込み を
定め るとと もに、そ の算定 に当た っての 考え方 を示すこ と。
な お、介 護予防事 業（介 護予防 ・日常 生活支 援総合事 業を行 う場合
にあっ ては、 介護予 防・日 常生活 支援総 合事業 とする。 以下こ の２に
お いて「 介護予防 等事業 」とい う。） につい ては次 のとおり とする こ
と。

(一)

(二)
３ 各年度 におけ る地域 支援事 業の量の 見込み
各 年度に おける 地域支 援事業 に係る事 業の種 類ごと の量の 見込み
を定 めると ともに 、その 算定に当 たって の考え 方を示 すこと 。
こ の場合 、総合 事業に ついては 、第六 期期間 中に予 防給付 対象サ
ービス のうち 、訪問 介護及 び通所介 護に係 るもの が同事 業に移 行す
る ことに留 意して 、次の とおり とする こと。
また、 介護給 付等対 象サー ビスと同 様、サ ービス の量の 見込み を
定め る際に は、地 域で作 成した認 知症ケ アパス の勘案 にも留 意する
こ と。
総合 事業の 量の見 込み
ガ イドラ インを 参考に しながら 、既存 のサー ビス類 型であ る介護
(一)
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予防訪 問介護 等の専 門的な サービス から、 住民主 体の支 援まで 多様
なサ ービス の量を それぞ れ見込む 必要が ある。 なお、 多様な サービ
ス の典型 例はガ イドラ インの 中で示 されて いるた め、そ の内容 も参
考に しつつ 、地域 の資源 なども踏 まえ、 地域の 実情に 応じて 見込む
こ と。
また、 一般介 護予防 事業の 推進に 当たって は、リ ハビリ テーシ ョ
ン の理念 を踏ま えて、 「心身 機能」「 活動」 「参加 」のそ れぞれ の
要素に バラン スよく 働きか けること が重要 であり 、機能 回復訓 練な
どの 高齢者 へのア プロー チだけで はなく 、生活 機能全 体を向 上させ
、活動 的で生き がいを 持てる 生活を 営むこ とので きる生 活環境 の調
整及 び地域 づくり 等によ り、高齢 者を取 り巻く 環境へ のアプ ローチ
も 含めた 、バラ ンスの とれた アプロー チが重 要であ る。市 町村に お
いては 、高齢 者が年 齢や心 身の状 況等に よって 分け隔 てられ ること
な く、参 加する ことが できる 住民運営 の通い の場が 、人と 人との つ
ながり を通じ て、充 実して いくよう な地域 づくり を推進 するこ と。
包括 的支援 事業の 事業量 の見込 み
包括的 支援事 業の実 施に当 たっては 、地域 包括支 援セン ターの 運
営、 在宅医 療・介 護連携 推進事業 、認知 症総合 支援事 業、生 活支援
体 制整備 事業の それぞ れごと に、事業 内容や 事業量 の見込 みを定 め
ると ともに、 そのた めの算 定に当 たって の考え 方を示 すこと 。
そ の際に は、特 に、在 宅医療・ 介護連 携、認 知症総 合支援 事業、
生活支 援・介 護予防 サービ スについ ては、 第二の 三の１ の内容 とも
密接 に関わ ること から、 その内 容に留 意して 考え方 を示す こと。
また、 高齢者 やその 家族が 地域にお いて安 心して 日常生 活を営 む
こと ができ るよう に努め ること。

地域包 括ケア システ ム構築 のため重 点的に 取り組 むこと が必要 な事

三 市 町村介 護保険 事業計 画の任 意記載事 項
市 町村介護 保険事 業計画 におい て地域 の実情 に応じ て定め ること とさ
れた事 項は、 第二の 一（５ を除く 。）に掲 げる事 項のほ か、次 に掲げ る
事項 とする 。
１
項
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介護 予防等事 業の対 象者数 の見込 みを定 めると ともに、 その算 定に
当 たって の考え 方を示 すこと。 この場 合にお いては 、別表 第三を 参
考と して、地 域の実 情に応 じて定 めるこ と。

二 次予防 事業の 対象者 の把握
介護 予防等事 業の実 施に当 たって は、二 次予防 （要介護 状態等 と
な るおそ れの高い 状態に あると 認めら れる高 齢者を早 期に発 見し、
早期に 対応す ること をいう 。）に 係る事 業の対 象者の生 活機能 低下
を 早期に 把握し、 そのよ うな高 齢者を 速やか に地域包 括支援 センタ
ー に紹介 し、介護 予防等 事業を 利用で きるよ うに導く ことが 重要で
ある 。
この ためには 、各市 町村に おいて すべて の第一 号被保険 者（要 介
護者及 び要支援 者を除 く。） に対し て実施 される 実態把握 や要介 護
認 定非該 当者等の 把握、 関係機 関から の連絡 等によ り、生 活機能 が
低 下した 高齢者 を早期 に把握 できるよ う体制 を整備 するこ とが望 ま
しい 。
(二)

二の 二 市町 村介護 保険事 業計画 の作成 に関す る任意記 載事項
二千十 一年（平 成二十 三年） の介護 保険法 等の改 正におい て、地 域の
自主 性及び 自立性を 高める ための 見直し が行わ れたこ とにより 、市町 村
介 護保険 事業計 画におい て地域 の実情 に応じ て定め ること とされ た事項
は 、次に 掲げる 事項そ の他の 別表第 一の二 に掲げ る事項と する。
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(二)

地域包 括ケア システ ムの構 築のため 、今後 重点的 に取り 組むこ とが
必要 な次の 事項に ついて 、地域 の実情に 応じて 計画に 位置付 け、そ の
事 業内容 等につ いて定 めるこ と。
また 、地域 の創意 工夫を 生かせる 柔軟な 仕組み を目指 すこと が必要
で あり、 今後、 医療及 び介護 の提供体 制の整 備を、 地域の 将来の 姿を
踏まえ た「ま ちづく り」の 一環と して行っ ていく ことが 求めら れてい
る ことに 留意す ること 。
在宅医 療・介 護連携 の推進
在宅 医療・ 介護連 携の推 進により 、医療 ニーズ 及び介 護ニー ズを
併せ持 つ高齢者 を地域 で支え ていく ため、 医療計 画（医 療法第 三十
条の 四第一 項に規 定する 医療計画 をいう 。以下 同じ。 ）に基 づく医
療 機能の 分化と 併行し て、市 町村が主 体とな って、 日常生 活圏域 に
おいて 必要と なる在 宅医療 ・介護 連携の ための 体制を 充実さ せる必
要 がある 。市町 村は、 地域の 医師会等 の協力 を得つ つ、在 宅医療 ・
介護連 携に関 する関 係者間 の連携を 推進す るため の以下 の取組 につ
いて 具体的 に定め ること 。
イ 在 宅医療 ・介護 連携を 推進する ための 資源の 現状に 関する 情報
収集 を行い 、当該 情報を 踏まえ、 介護サ ービス 事業者 及び医 療機
関 （以下 「介護 サービ ス事業者 等」と いう。 ）のリ スト又 はマッ
プを 作成する こと等 によっ て、当 該資源 の現状 に関す る介護 サー
ビ ス事業 者等の 理解を 高めるた めの情 報の共 有に関 するこ と。
ロ 在 宅医療 ・介護 連携に 関する関 係者の 参画す る会議 の開催 に関
する こと
ハ 地 域包括 支援セ ンター 、介護サ ービス 事業者 、介護 支援専 門員
等に 対する 相談支 援に関 すること
ニ 介護 サービ ス事業 者等に おいて、 きめ細 やかな 介護サ ービス 及
び医 療サー ビスの 提供が 可能とな るよう な情報 共有の 支援に 関す
る こと
ホ 在 宅医療 ・介護 連携に 関する研 修会の 実施に 関する こと
ヘ 医療ニ ーズと 介護ニ ーズを 併せ持 つ高齢 者のニ ーズに 応じて 二
十四時 間三百 六十五 日対応 できる体 制の構 築に関 するこ と
ト 地域住 民に対 する在 宅医療・ 介護連 携に関 する事 項の普 及啓発
に 関する こと
チ 在宅医 療・介 護連携 に関する 関係市 町村間 の連携 に関す ること
認 知症施 策の推 進
(一)

(二)
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市町村 は、認 知症で ある者 を地域で 支える ために 必要な 早期診 断
等を 行う医 療機関 、介護 サービス 、見守 り等の 生活支 援サー ビス等
の 状況を 示すと ともに 、以下 の取組 につい て、各 年度に おける 具体
的な 計画（ 事業内 容、実 施（配置 ）予定 数、受 講予定 人数等 ）を定
め ること 。
イ 認 知症初 期集中 支援チ ームの 設置
ロ 認知 症地域 支援推 進員の 設置
ハ 認 知症ケ アの向 上のた めの取組
ニ 市民後 見人の 育成、 支援組織 の体制 整備
ホ 認 知症サポ ーター の養成 と普及 その他 市町村 が行う 認知症 の人
とそ の家族 への支 援に関 する取組
生 活支援 ・介護 予防サ ービスの 基盤整 備の推 進
単身又 は夫婦 のみの 高齢者 世帯な ど支援 を必要 とする 高齢者 の増
加 に伴い 、地域 サロン の開催 、見守り ・安否 確認、 外出支 援、買 い
物・調 理・掃 除など の家事 支援など の生活 支援の 必要性 が増加 して
おり 、地域 の実情 に応じ て、多 様な主体 が生活 支援・ 介護予 防サー
ビスを 提供し ていく ことが 期待され る。ま た、社 会参加 意欲の 強い
団塊 の世代 が高齢 化して いくこと から高 齢者の 社会参 加を通 じて、
元 気な高 齢者が 生活支 援の担 い手とし て活躍 するこ とも期 待され る
。こ のため、 生活支 援・介 護予防 サービ スの充 実のた めに以 下の取
組 を進め るコー ディネ ート機 能の充実 や、協 議体の 設置を 進める こ
とを定 めると ともに 、ガイ ドライン を参照 しなが ら、今 後充実 を図
るＮ ＰＯ、 民間企 業、協 同組合 、ボラ ンティ アなど 多様な 主体によ
る生活 支援・ 介護予 防サー ビスの内 容につ いて具 体的に 記載す るこ
と。
イ 高齢 者等を 支援の 担い手 になるよ う養成 し、支 援の場 につな げ
る資 源開発
ロ 活動 主体等 のネッ トワー クの構築
ハ 支 援を必 要とす る高齢 者の地域 のニー ズと地 域資源 のマッ チン
グ
これら の取組 に当た っては 既存事業 も活用 しつつ 、地域 支援事 業
や市 町村の 一般財 源等を 適切に組 み合わ せて実 施する ことが 想定さ
れ るため 、幅広 い視点 から取 組を整 理した 上で記 載する ように留 意
する こと。
高 齢者の 居住安 定に係 る施策と の連携
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(三)
(四)
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２

住まい は地域 包括ケ アシス テムの基 礎とな るもの である ため、 地
域に おいて それぞ れの生 活のニー ズに合 った住 まいが 提供さ れ、か
つ 、その 中で生 活支援 サービ スを利 用しな がら個 人の尊 厳が確 保さ
れた 生活が 実現さ れるこ とが、保 健・医 療・介 護など のサー ビスが
提 供され る前提 となる 。
このた め、持 家や賃 貸住宅 の住宅 改修支援 に加え 、生活 指導・ 相
談 、安否 の確認 、一時 的な家 事援助、 緊急時 対応等 のサー ビスを 提
供する シルバ ーハウ ジング ・プロジ ェクト や加齢 対応構 造等を 備え
た公 営住宅 その他 の高齢 者に対す る賃貸 住宅及 び老人 ホーム に関す
る供給 目標など につい て、必 要に応 じて都 道府県 と連携 を図り 定め
るこ と。
ま た、今 後、生 活困窮 者や社会 的に孤 立する 高齢者 など多 様な生
活課題 を抱え る高齢 者の増 加が見 込まれ ること から、 六十五 歳以上
の 者であ って、 環境上 の理由 及び経済 的理由 により 居宅に おいて 養
護を受 けるこ とが困 難な者 を入所さ せ、養 護する ととも に、そ の者
が自 立した 日常生 活を営 み、社 会的活動 に参加 するた めに必 要な指
導及び 訓練そ の他の 援助を 行うこと を目的 とする 養護老 人ホー ムや
、無 料又は 低額な 料金で 、老人を 入所さ せ、食 事の提 供その 他の日
常 生活上 必要な 便宜を 供与す ることを 目的と する軽 費老人 ホーム に
つい て、地域 の実情 に応じ て、サ ービス 量の見 込みを 定める こと。
各年 度にお ける介 護給付 等対象サ ービス の種類 ごとの 見込量 の確保
のため の方策

市町 村介護 保険事 業計画 において は、介 護給付 等対象 サービ スの事
業 を行う 者の確 保に関 するこ となど、 介護給 付等対 象サー ビスの 種類
ごと の見込 量の確 保のた めの方 策を定め ること 。
こ の場合 におい ては、 次の点 に留意し て介護 給付等 対象サ ービス の
事業を 行う意 向を有 する事 業者の把 握に努 めた上 で、情 報の提 供を適
切 に行う等 多様な 事業者 の参入 を促進 する工 夫を図 ること が必要 であ
る。
関係 者の意 見の反 映
市 町村は 、指定 地域密 着型サ ービス 及び指 定地域 密着型 介護予防
サー ビス（ 以下「 指定地 域密着型 サービ ス等」 という 。）に 係る事
務 の適切 な運営 を図る ため、 指定地域 密着型 サービ ス事業 者及び 指
(一)

市町 村は、指 定地域 密着型 サービ スに係 る事務 の適切な 運営を 図
る ため、 指定地域 密着型 サービ ス事業 者の指 定及び指 定の拒 否並び
に指定 地域密着 型サー ビスの 当該市 町村に おける 指定基 準及び 介護

１ 各 年度に おける介 護給付 等対象 サービ スの種 類ごとの 見込量 の確保
のた めの方 策
介護 給付対 象サー ビス（ 介護給 付に係 る介護 給付等対 象サー ビスを
いう。 以下同じ 。）の 種類ご との見 込量の 確保の ための方 策
市町村 介護保険 事業計 画にお いては 、介護 給付対 象サー ビスの 事
業を 行う者 の確保 に関す ること など、 介護給 付対象サ ービス の種類
ごとの 見込量の 確保の ための 方策を 定める ことが 必要であ る。
この 場合にお いては 、介護 給付対 象サー ビスの 事業を行 う意向 を
有 する事 業者の 把握に 努めた 上で、 情報の 提供を適 切に行 う等多 様
な事 業者の参 入を促 進する 工夫を 図るこ とが必 要である 。
(一)
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定地域 密着型 介護予 防サー ビス事業 者の指 定並び に指定 の拒否 並び
に指 定地域 密着型 サービ ス等の当 該市町 村にお ける指 定基準 及び介
護 報酬の 設定に 際し、 関係者 の意見 を反映 させる ために 必要な 措置
を講 ずるよ う努め なけれ ばならな いこと 等とさ れてい ること を踏ま
え
、学識 経験者 、保健 医療関 係者、 福祉関係 者、被 保険者 代表者 、介
護 給付等 対象サ ービス 利用者 、費用負 担関係 者等の 関係者 の協力 を
得て委 員会を 設置す るなど の措置を 講ずる よう努 めるこ とが必 要で
ある 。この 場合に おいて は、事務 を効率 的に処 理する ため、 市町村
介護保 険事業計 画作成 委員会 等を活 用して も差し 支えな い。
公募 による 事業者 の指定
市 町村は 、定期 巡回・ 随時対応 型訪問 介護看 護、小 規模多 機能型
居宅介 護及び 複合型 サービ ス（以 下この 及び ２にお いて「 定期巡
回 ・随時 対応型 訪問介 護看護 等」とい う。） につい て、市 町村が そ
の見込 量の確 保及び 質の向 上のため に特に 必要が あると 認める とき
は、 公募に より事 業者の 指定を 行うこと が可能 であり 、また 、市町
村が定 期巡回 ・随時 対応型 訪問介護 看護等 の普及 のため に必要 があ
ると 認める ときは 、一定 の条件が 満たさ れてい れば、 都道府 県に協
議 を求め ること ができ 、その 結果に基 づき、 都道府 県は、 訪問介 護
若し くは通所 介護の 指定を しない こと又 は指定 につい て条件 を付す
こ とがで きる。
(二)

なお 、この 公募指 定や協 議は、定 期巡回 ・随時 対応型 訪問介 護看
護 等の普 及と質 の向上 を図る ために設 けられ たもの であり 、参入 の
抑制を 目的と したも のでは ないこと から、 市町村 におい ては、 こう
し た趣旨に 則って 公募指 定や協 議を行 うこと が必要 である 。
また、 サービ スの質 の確保 及び向上 を図る ため、 市町村 は、公 募
指定 を行う 際は、 公平か つ公正な 選考を 行う観 点から 、適正 な選考
基 準を設 けるこ とが必 要であ る。
報酬 の独自 設定
市 町村は 、厚生 労働大 臣が定め る基準 により 算定し た額を 上限と
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報酬 の設定に 際し、 関係者 の意見 を反映 させる ために必 要な措 置を
講 ずるこ と等と されて いること を踏ま え、学 識経験 者、保 健医療 関
係者 、福祉関 係者、 被保険 者代表 者、介 護給付 等対象サ ービス 利用
者 、費用 負担関係 者等の 関係者 の協力 を得て 委員会を 設置す るなど
の措置 を講ずる ことが 必要で ある。 この場 合にお いては 、事務 を効
率的 に処理 するた め、介 護保険 事業計 画作成 委員会等 を活用 しても
差し支 えない。

なお、 平成二 十四年 四月以降 、定期 巡回・ 随時対 応型訪 問介護 看
護 、小規 模多機能 型居宅 介護そ の他の 厚生労 働省令で 定める 地域密
着型サ ービスに ついて 、市町 村がそ の見込 量の確 保及び質 の向上 の
ため に特に必 要があ ると認 めると きは、 公募に より事 業者の 指定を
行 うこと ができ るよう になる ところ である 。
ま た、市町 村が定 期巡回 ・随時 対応型 訪問介 護看護等 の普及 のた
め に必要 があると 認める ときは 、一定 の条件 が満たさ れてい れば、
市町村 と協議 をして 、都道 府県が 、訪問 介護、 通所介護 その他 の厚
生 労働省 令で定め る居宅 サービ スの指 定を行 うことが できる ように
なる。
加えて 、厚生労 働大臣 が定め る基準 により 算定し た額を 上限とし
て、 地域密 着型サ ービス の介護 報酬を 独自に 設定でき るとこ ろであ
る。
市町 村は、地 域の実 情に応 じ、こ うした 仕組み の活用も 併せ、 必
要 な事業 者の参 入を確 保する ため工夫 してい くこと が重要 である 。
な お、この 公募指 定や市 町村協 議は、 定期巡 回・随時 対応型 訪問
介護看 護等の普 及を図 るため に設け られた もので あり、参 入の抑 制
を目 的とし たもの ではな いこと から、 市町村 において は、こ うした
趣旨に 則って公 募指定 や協議 を行う ことが 必要で ある。
また 、サービ スの質 の確保 及び向 上を図 るため 、市町村 は、公 募
指 定を行 う際は 、公平か つ公正 な選考 を行う 観点か ら、適 正な選 考
基準 を設ける ことが 必要で ある。
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(二)
(三)

して、 指定地 域密着 型サー ビス等の 介護報 酬を独 自に設 定でき る。
市町 村は、 地域の 実情に 応じ、こ うした 仕組み の活用 も併せ 、必
要 な事業 者の参 入を確 保する ため工 夫して いくこ とが重 要であ る。

３ 各年度 におけ る地域 支援事 業に要す る費用 の額及 びその 見込量 の確
保 のため の方策
地域支 援事業 に要す る費用 の額
各 年度にお ける総 合事業 、包括 的支援 事業及 び任意 事業（ 法第百
十五条 の四十 五第三 項各号 に掲げる 事業を いう。 以下同 じ。） のそ
れぞ れに要 する費 用の額 を定める こと。
(一)

予防 給付対象 サービ ス（予 防給付 に係る 介護給 付等対象 サービ スを
い う。以 下同じ。 ）の種 類ごと の見込 量の確 保のた めの方策
市町村 介護保 険事業 計画に おいて は、予防 給付対 象サー ビスの 事
業 を行う 者の確保 に関す ること など、 予防給 付対象サ ービス の種類
ごとの 見込量の 確保の ための 方策を 定める こと。 この場合 におい て
は、 予防給付 対象サ ービス の事業 を行う 意向を 有する 事業者 の把握
に努め た上で、 情報の 提供を 適切に 行う等 、多様 な事業者 の参入 を
促進 する方策 の工夫 を図る こと。
市 町村は、 指定地 域密着 型介護 予防サ ービス に係る 事務の 適切な
運営を 図るた め、指 定地域 密着型 介護予 防サー ビス事業 者の指 定及
び 指定拒 否並びに 指定地 域密着 型介護 予防サ ービスの 当該市 町村に
おける 指定基準 及び介 護報酬 の設定 に際し 、関係 者の意見 を反映 さ
せる ために 必要な 措置を 講ずる こと等と されて いるこ とを踏 まえ、
学識経 験者、保 健医療 関係者 、福祉 関係者 、被保 険者代表 者、介 護
給付 等サービ ス利用 者、費 用負担 関係者 等の関 係者の協 力を得 て委
員 会を設 置するな どの措 置を講 じるこ と。
この 場合にお いては 、事務 を効率 的に処 理する ため介護 保険事 業
計 画作成 委員会等 を活用 しても 差し支 えない 。
なお、 平成二十 四年四 月以降 、厚生 労働大 臣が定 める基 準により
算定 した額 を上限 として 、地域 密着型 介護予 防サービ スの介 護報酬
を独自 に設定で きると ころで ある。 市町村 は、地 域の実情 に応じ 、
こう した仕組 みの活 用も併 せ、必 要な事 業者の 参入を確 保する ため
の 方策に ついて 工夫し ていく ことが重 要であ る。
２ 各年 度におけ る地域 支援事 業に要 する費 用の額 及びその 見込量 の確
保のた めの方策 等
地域支 援事業 に要す る費用 の額
各年度 における 地域支 援事業 に要す る費用 の額の総 額並び に介護
予防 事業（介 護予防 ・日常 生活支 援総合 事業を 実施する 市町村 にあ
っ ては、 介護予 防・日常 生活支 援総合 事業） 、包括 的支援 事業（ 介
護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業を実 施する 市町村 にあって は、法 第
百十 五条の四 十五第 一項第 三号か ら第五 号まで に掲げる 事業） 及び
任 意事業 （同条第 三項各 号に掲 げる事 業をい う。以下 同じ。 ）のそ
(二)

(一)
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総合 事業の うち、 訪問型 サービス 、通所 型サー ビス、 その他 の生
活 支援サ ービス （以下 「訪問 型サー ビス等 の総合 事業」 という 。）
の種 類ごと の見込 量確保 のための 方策
総 合事業 につい ては、 訪問型サ ービス 等の総 合事業 を行う 者の確
保に関 するこ となど 、訪問 型サー ビス等の 総合事 業の種 類ごと の見
込 量の確 保のた めの方 策を定 めること 。
訪問型 サービ ス等の 総合事 業につい ては、 多様な 主体に よる多 様
なサ ービス の提供 体制を 確立する ことが 重要で あり、 ガイド ライン
も参考 にし、包 括的支 援事業 の生活 支援体 制整備 事業を 充分活 用し
ながら 、地域にお いて、
や ボランテ ィア、地縁組織等の活
動 を支援 してい くこと が必要 である。

(二)

N
P
O

れぞれ に要する 費用の 額を定 めるこ と。
地域 支援事 業の見 込量の 確保のた めの方 策
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地域支 援事業を 行う者 の確保 に関す ること など、 事業の 種類ご と
の見 込量の 確保の ための 方策を 定める こと。 この場合 におい ては、
地域支 援事業を 行う意 向を有 する事 業者の 把握及 び適切な 情報提 供
等に努 めること 。

地域包 括支援 センタ ーの設 置及び 適切な 運営
市 町村は、 地域包 括支援 センタ ーの運 営に当 たっては 、①予 防給
付対象 サービス 及び介 護予防 事業に 係るケ アマネ ジメント 、②介 護
給付 等対象 サービ ス、そ れ以外 の保健医 療サー ビス及 び福祉 サービ
ス、そ の他の各 般のサ ービス に関す る高齢 者や家 族に対す る総合 的
な相 談及び支 援、③ 高齢者 に対す る虐待 の防止 及びその 早期発 見を
含 む権利 擁護のた めに必 要な援 助、④ 支援困 難ケー スへの 対応や 介
護保 険サービ ス以外 の地域 の様々 な関係 機関と 連携する 体制の 整備
な どの包 括的かつ 継続的 なケア マネジ メント の支援の 四事業 を、地
域にお いて一体 的かつ 包括的 に担う 中核拠 点であ るとい う性格を 十
分に 踏まえ る必要 がある 。この ため、 地域包 括支援セ ンター の設置
者は、 包括的支 援事業 の効果 的な実 施のた めに、 介護サー ビス事 業
者、 医療機関 、民生 委員法 （昭和 二十三 年法律 第百九十 八号） に定
め る民生 委員、 高齢者 の日常 生活の支 援に関 する活 動に携 わるボ ラ
ンテ ィアその 他の関 係者と の連携 に努め なけれ ばならな い。ま た、
地 域包括 支援セン ターは 、地域 の介護 サービ ス事業者 等、関 係団体
等で構 成される 運営協 議会の 意見を 踏まえ 、その 四事業 の適切 な実
施 運営、そ の公正 性及び 中立性 の確保 及び人 材の確保 が図ら れるよ
うにす ることが 必要で ある。
なお 、包括的 支援事 業の委 託に当 たって は、そ の実施 方針を市 町
村 が明示 するこ とが必 要であ る。
保健 福祉事業 に関す る事項
第 一 号 被 保 険 者 の 保 険 料 を 財 源 と す る 保 健 福 祉事 業 を 行う 市 町
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(二)
(三)
(四)

地 域支援 事業及 び予防 給付の 実施に よる介 護予防 の達成 状況の 点検
及び 評価
市 町村は 、各年 度にお いて、総 合事業 （一般 介護予 防事業 ）の実
施によ る要介 護状態 等への 移行の 程度、予 防給付 及び総 合事業 の実
施 による 要介護 二以上 への移 行の程度 等の達 成状況 を分析 し、か つ
、評価 するこ とが必 要であ る。
この 評価に ついて は、ガ イドライ ンを踏 まえ取 り組む ことが 重要
である 。

総合 事業の 実施状 況の調 査、分 析及び評 価
市町村 は、個 々の事 業評価 とともに 、総合 事業の 実施状 況につ い
て、 定期的 に調査 、分析 及び評価 をする よう努 めなけ ればな らない
。
具体 的にはガ イドラ インを 参考に しなが ら、関 係者間 で議論 しつ
つ 、評価 ・検討 を行い 、次期 計画期間 への取 組に反 映する ことが 重
要であ ること 。
４ 介護給 付等対 象サー ビス及 び地域 支援事 業の円 滑な提 供を図る ため
の事業 等に関 する事 項
介護 給付等 対象サ ービス
指 定居宅 介護支 援又は 指定介 護予防支 援（以 下この にお いて「
指定 居宅介 護支援 等」と いう。） の事業 を行う 者が、 介護給 付等対
象 サービ ス（指 定居宅 サービ ス、指定 介護予 防サー ビス、 指定地 域
密着型 サービ ス及び 指定地 域密着型 介護予 防サー ビスに 限る。 以下
こ の にお いて同 じ。） の事業 を行う 者又は 居宅に おける 医療を 提
供する 医療機 関その 他の関 係者と連 携して 、適切 な居宅 サービ ス計
画又 は介護 予防サ ービス 計画を作 成する ことが できる よう、 介護給
付 等対象 サービ スの事 業、居 宅にお ける医 療を提 供する 事業又は 指
定居 宅介護 支援等 の事業 を行う者 に関す る情報 の提供 のため の体制
の 整備、 介護給 付等対 象サー ビスの事 業、居 宅にお ける医 療を提 供

(三)
(四)

(一)

(一)

(一)

３

村にあ っては 、その 事業内 容等につ いて定 めるこ とが望 ましい 。

地域 支援事業 及び予 防給付 の実施 による 介護予 防の達成 状況の 点検
及 び評価
市町村 は、各年 度にお いて、 介護予 防事業 （介護 予防・ 日常生 活
支援 総合事 業を行 う場合 にあっ ては、 介護予 防・日常 生活支 援総合
事業） の実施に よる要 介護状 態等へ の移行 の程度 、予防給 付の実 施
によ る要介護 二以上 への移 行の程 度等の 達成状 況を分析 し、か つ、
評価 するこ とが必 要であ る。
こ の評価に ついて は、厚 生労働 大臣が 別に定 める介護 予防事 業の
円滑 な実施を 図るた めの指 針（平 成十八 年厚生 労働省告 示第三 百十
六 号）（ 介護予防 ・日常 生活支 援総合 事業を 行う場 合にあ っては、
介護予 防・日 常生活 支援総 合事業 の円滑 な実施 を図るた めの指 針（
平 成二十 四年厚生 労働省 告示第 八十六 号）） を踏まえ 取り組 むこと
が重要 である。

介 護給付 対象サー ビスの 円滑な 提供を 図るた めの事業 に関す る事項

指 定居宅 介護支 援の事 業を行 う者が 、指定 居宅サ ービス又 は指定 地
域密 着型サ ービスの 事業を 行う者 と連携 して、 適切な居 宅サー ビス計
画 を作成 すること ができ るよう 、指定 居宅サ ービス の事業、 指定地 域
密着型 サービ スの事 業又は 指定居 宅介護 支援の 事業を行 う者に 関する
情 報の提 供のため の体制 の整備 、指定 居宅サ ービス の事業、 指定地 域
密着型 サービス の事業 又は指 定居宅 介護支 援の事 業を行う 者相互 間の
情報 の交換 のため の体制の 整備等 の指定 居宅サ ービス の事業 、指定 地
域密着 型サービ スの事 業又は 指定居 宅介護 支援の 事業を行 う者相 互間
の連 携の確 保に関す る事業 その他 の介護 給付対 象サービ スの円 滑な提
供 を図る ための事 業に関 する事 項を定 めるこ と。

(五)
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な お、介 護給付対 象サー ビスの 適切な 利用を 促進す る方策 として 、
情報の 提供並 びに相 談及び 援助を 適切に 行うこ とができ る体制 の整備
に 関する 事項を盛 り込む こと。

４ 予防給 付対象サ ービス 及び地 域支援 事業の 円滑な 提供を図 るため の
事 業に関 する事項
指定介 護予防 支援の 事業を 行う者 が、指 定介護 予防サー ビス又 は指
定 地域密 着型介護 予防サ ービス の事業 を行う 者と連 携して、 適切な 介
護予防 サービス 計画を 作成す ること ができ るよう 、指定介 護予防 サー
ビス の事業 、指定 地域密 着型介 護予防サ ービス の事業 又は指 定介護 予
防支援 の事業を 行う者 に関す る情報 の提供 のため の体制の 整備、 指定
介護 予防サ ービスの 事業、 指定地 域密着 型介護 予防サー ビスの 事業又
は 指定介 護予防支 援の事 業を行 う者相 互間の 情報の 交換の ための 体制
の整 備等の指 定介護 予防サ ービス の事業 、指定 地域密着 型介護 予防サ
ー ビスの 事業又は 指定介 護予防 支援の 事業を 行う者 相互間の 連携の 確
保に関 する事業 その他 の予防 給付対 象サー ビス及 び地域 支援事業 の円
滑な 提供を 図るた めの事 業に関 する事 項を定 めるこ と。なお 、介護 予
防・日 常生活支 援総合 事業を 実施す る市町 村にお いては、 地域の 実情
に応 じて、 多様な人 材や社 会資源 を有効 に活用 した介護 予防・ 日常生
活 支援総 合事業 の円滑 な提供 を図るた めの事 業に関 する事 項を定 める
こと 。
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する事 業又は 指定居 宅介護 支援等の 事業を 行う者 相互間 の情報 の交
換の ための 体制の 整備等 の相互間 の連携 の確保 に関す る事業 その他
の 介護給 付等対 象サー ビスの 円滑な 提供を 図るた めの事 業に関 する
事項 を定め ること 。
な お、介 護給付 等対象 サービス の適切 な利用 を促進 する方 策とし
て、情 報の提 供並び に相談 及び援 助を適切 に行う ことが できる 体制
の 整備に 関する 事項を 盛り込 むこと。
また、 利用者 の疑問 や不満 、不安を 解消し 、介護 サービ スの質 の
向上 を図る ため、 介護相 談員派遣 等事業 につい て、受 け入れ 事業者
数の目 標を定め ること が望ま しい。

総 合事業
介護支 援専門 員や地 域包括 支援セン ターな ど個別 のケア マネジ メ
ン トを行う 者が、 総合事 業の多 様なサ ービス を行う 者と連 携して 、
適切な サービ スの提 供につ なげるこ とがで きるよ う、総 合事業 を行
う者 に関す る情報 の提供 のための 体制の 整備、 総合事 業を行 う者相
互 の情報 の交換 のため の体制 の整備 等の総 合事業 を行う 者相互の 連
携の 確保に 関する 事業そ の他の総 合事業 の円滑 な提供 を図る ための
事 業に関 する事 項を定 めるこ と。
(二)

総合事 業の担 い手は 、市町 村、社会 福祉法 人、
、 民間企 業
、ボ ランテ ィア、 協同組 合、地域 包括支 援セン ター、 老人介 護支援
セ ンター 等多様 な主体 が考え られる ことか ら、そ れぞれ の者が 有機
的に 連携し ながら 各事業 の実施体 制を構 築して いくこ とが重 要であ
る。
総合事 業の効 果的な 提供体 制を構 築してい く方策 として 、総合 事
業 の多様 な担い 手に対 して、 情報の提 供並び に相談 及び援 助を適 切
に行い ながら 、それ ぞれの 者の連携 体制の 整備に 関する 事項を 盛り
込む こと。
地域包 括支援セ ンター の設置 及び適 切な運 営
地域 包括支 援セン ターの 設置及び 運営に 関する 目標や 地域課 題・
地 域住民 に対し て果た す役割 について 定める こと。
なお、 運営に 関して 市町村 におい ては、 地域包 括支援 センタ ーの
現 状と課 題を適 切に把 握する とともに 、①業 務量に 応じた 適切な 人
員配置 、②セ ンター 間及び 行政との 業務の 役割分 担の明 確化と 連携
強化 、③Ｐ ＤＣＡ の充実 による 効果的な 運営の 継続、 という 観点か
ら、複 合的に 機能強 化を図 っていく ことが 必要で ある。
①に ついて は、担 当する 高齢者人 口や相 談件数 、運営 方針等 を勘
案 し、業 務量に 見合っ た人員 体制を確 保する こと。
②に ついては 、委託 型セン ター等 に対す る運営 方針に ついて 、そ
れ ぞれの センタ ーごと に工夫 して提示 するこ とが効 果的で あり、 行
政との 役割分 担を明 確化す ること。
また 、セン ター間 の総合 調整や 後方支 援等を 担う基 幹的役 割を果
たすセ ンター や、特 定の分 野（認知 症等） の機能 を強化 し、近 隣の
セン ターの 後方支 援を担 う機能強 化型の センタ ーの位 置づけ などを
行 い、効 果的・ 効率的 な運営 体制を構 築する こと。
③に ついて は、継 続的に 安定した 事業実 施につ なげる ため、 セン
タ ーは自 らその 実施す る事業 の質の評 価を行 うこと により 、その 実
施する 事業の 質の向 上に努 めること が必要 である ととも に、市 町村
に おいては 、運営 協議会 と連携 を行い ながら 、定期 的な点 検を行 い
、セン ターの 運営に 対して 適切に評 価を行 うこと が重要 である 。
④そ の他、 高齢者 やその 家族に生 活上の 様々な 不安が 生じた 場合
に 、相談 を受け 、適切 な機関 につな ぐ等の 対応を 行う体 制を整備 す
ると ともに 、今後 、認知 症施策、 在宅医 療・介 護の連 携に係 る施策
、 生活支 援・介 護予防 サービ スの基盤 整備の 推進等 との連 携が重 要
(三)

N
P
O
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である ことか ら、こ れらの 事業を効 果的に 推進す るため 、当該 事業
実施 者とセ ンター との連 携体制を 構築す ること 。
５ 地域 包括支 援セン ター及 び生活 支援・ 介護予 防サー ビスの 情報公表
に関 する事 項
地 域包括 ケアシ ステム 構築に 向けては 、医療 、介護 サービ スの情 報
に加え 、市町 村が設 置する 地域包 括支援セ ンター や生活 支援・ 介護予
防 サービ スの所 在地や 事業内 容、サー ビス内 容につ いて、 地域で 共有
される 資源と して広 く住民 に伝えて いくこ とが重 要であ る。厚 生労働
省が 運用す る介護 サービ ス情報 公表シス テムを 活用し 、積極 的に情 報
発信す るよう努 め、そ の取り 組みを 定める こと。
６ 市町村 独自事 業に関 する事 項
保 健福祉 事業に 関する 事項
第一号 被保険 者の保 険料を 財源と する保 健福祉 事業を 行う市 町村
に あって は、そ の事業 内容等 について 定める ことが 望まし い。
市町村 特別給 付に関 する事 項
市町 村特別 給付を 行う市 町村に あっては 、地域 の特色 に応じ て、
各年度 におけ る当該 市町村 特別給付 の対象 となる サービ スの種 類ご
との 量の見 込み、 当該サ ービスの 種類ご との見 込量の 確保の ための
方 策等を 定める ことが 望まし い。
７ 介護給付 の適正 化に関 する事 項
介 護給付 の適正 化のた めに行 う適正化 事業は 、実施 主体が 保険者 で
あり、 保険者 が本来 発揮す るべき保 険者機 能の一 環とし て自ら 主体的
・積 極的に 取り組 むべき もので あり、 「第三 期介護 給付適 正化計画 」
に関す る指針 に掲げ る「要 介護認定 の適正 化（認 定調査 状況チ ェック
）」 、「ケ アプラ ンの点 検」、 「住宅改 修等の 点検」 、「縦 覧点検 ・
医 療情報 との突 合」及 び「介 護給付費 通知」 といっ たいわ ゆる主 要５
事業 あるい はその 他介護 給付の 適正化に 資する 事業内 容を定 めるこ と
。
なお、 全事業 を実施 するこ とが直ち に難し い市町 村にあ っては 、費
用 的な効果 が最も 見込ま れる「 縦覧点 検・医 療情報 との突 合」、 介護
保険制 度の要 である 介護支 援専門員 を支援 する「 ケアプ ランの 点検」
及び 介護給 付の適 正化を 進める 上で効果 的と考 える適 正化事 業の三 事
業 を優先 して実 施し、 それで もなお 実施が 難しい 場合に あっては 、都
道府 県を通 じて国 保連合 会への 委託も検 討する こと。
ま た、市 町村は 、都道 府県介 護給付適 正化計 画の策 定に当 たって 取

５ 市町村 特別給付 に関す る事項
市町 村特別 給付を 行う市 町村に あって は、地 域の特色 に応じ て、各
年度に おける当 該市町 村特別 給付の 対象と なるサ ービスの 種類ご との
量の 見込み 、当該サ ービス の種類 ごとの 見込量 の確保の ための 方策等
を 定める ことが 望まし い。
６ 介護 給付等に 要する 費用の 適正化 に関す る事項
都道府 県の策定 する介 護給付 適正化 計画の 内容を 十分に踏 まえた も
のと するこ と。
また 、介護給 付等に 要する 費用の 適正化 のため の事業を 行う市 町村
にあ っては 、その事 業内容 等につ いて定 めるこ とが望ま しい。
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(一)

(二)

組目標 等の意 見交換 を行う とともに 、その 計画内 容を十 分踏ま え事業
を実 施する こと。
８ 療養 病床の 円滑な 転換を 図るた めの事 業に関 する事 項
療養 病床の 円滑な 転換を 促進する ため、 療養病 床に入 院して いる患
者 、住民 及び医 療機関 等への 情報提供 及びこ れらの 者から の相談 への
対応を 行うこ とがで きる体 制整備 並びに市 町村と して講 ずる支 援措置
に 関する 事項を 盛り込 むこと 。
なお、 指定介 護療養 型医療 施設につ いては 、引き 続き、 老人保 健施
設等 への転 換を推 進しつ つ、平 成二十九 年度末 まで転 換期限 を延長 し
ている ことに留 意する こと。

第 三 都 道府県 介護保 険事業 支援計 画の作成 に関す る事項
一 都 道府県 介護保 険事業 支援計 画の作成 に関す る基本 的事項
１ 基本理 念、達 成しよ うとす る目的 及び地 域の実 情に応 じた特色 の明
確化
介護 保険制 度の基 本的理 念及び広 域的な 調整を 行う役 割を踏 まえる
と ともに 、都道 府県に おける 地域的条 件や管 内市町 村が目 指す地 域包
括ケ アシス テム構 築のた めの地 域づくり の方向 性を勘 案して 、第一 の
一 及び二 の趣旨 に沿っ た基本 理念を定 め、達 成しよ うとす る目的 及び
市町村 への支 援内容 が明確 にされた 都道府 県介護 保険事 業支援 計画を
作 成するこ と。
２ 平 成三十 七年度 の推計 及び第 六期の目 標
高齢 者が可 能な限 り住み 慣れた地 域でそ の有す る能力 に応じ 自立し
た 日常生 活を営 むこと ができ るよう 、広域 的な観 点から 地域にお ける
地域 包括ケ アシス テムの 構築を 進めるた め、管 内市町 村に対 する様 々
な 支援を 行うと ともに 、市町 村が行う 推計を 踏まえ ながら 地域包 括ケ

７ 療養病 床の円滑 な転換 を図る ための 事業に 関する 事項
療 養病床 の円滑な 転換を 促進す るため 、療養 病床に入 院して いる患
者、住 民及び医 療機関 等への 情報の 提供及 びこれ らの者 からの 相談へ
の対 応を行 うこと ができ る体制 の整備 に関す る事項 並びに市 町村と し
て講ず る支援措 置に関 する事 項を盛 り込む ことが 必要であ る。
この 場合にお いては 、介護 施設整 備法第 五条に 規定する 市町村 への
交 付金及 び高齢 者医療 確保法 附則第 二条に 規定す る病床転 換助成 事業
の活 用方策 を示すこ と。
８ 介護保 険事業計 画に位 置付け て重点 的に取 り組む ことが望 ましい 事
項
地域包括ケアシステムの実現のため、今後重点的に取り組むことが
必要な、①認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の
支援に 関する事 項、② 医療と の連携 に関す る事項 、③高齢 者の居 住に
係る 施策と の連携 に関す る事項 、④その 他の被 保険者 の地域 におけ る
自立し た日常生 活の支 援のた めに必 要な事 項を、 地域の実 情に応 じて
各市 町村が 判断のう え各市 町村が 重点的 に取り 組む事項 として 選択し
て 計画に 位置づけ 、その 事業内 容等に ついて 定める ことが 望まし い。
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アシス テムを 支える 人材の 確保、資 質の向 上など の取り 組みを 進める
ため の中長 期的視 点に立 った都 道府県介 護保険 事業支 援計画 の策定 が
必 要であ る。
また 、介護 保険施 設につ いては、 重度の 要介護 者に重 点を置 き、施
設 に入所 した場 合は施 設での 生活を居 宅での 生活に 近いも のとし てい
くこと が必要 である ととも に、こ れらと併 せて、 高齢者 の多様 なニー
ズ に対応 するた め、サ ービス 付き高齢 者向け 住宅や 介護を 受けな がら
住み続 けるこ とがで きるよ うな介護 付きの 住まい の普及 を図る ことが
必要 である 。
このよ うな観点 を踏ま え、次 のそれ ぞれに ついて 地域の 実情に 応じ
て定 めるこ と。
平 成三十 七年度 の介護 人材等の 推計
都道府 県は、 市町村 が推計 した平 成三十 七年度 におい て必要 とな
る サービ スの種 類ごと の量の 見込み等 を勘案 し、都 道府県 全域及 び
老人福 祉圏域 （老人 福祉法 第二十条 の九第 二項第 一号に 規定す る区
域を いう。 以下同 じ。） ごとに 必要とな る介護 給付等 対象サ ービス
の状況 を明ら かにす ること 。その上 で、平 成三十 七年度 におい て都
道府 県にお いて必 要とな る介護人 材の需 給の状 況等を 推計し 、課題
の 構造を 明らか にした 上で、 中長期的 な視野 をもっ て介護 人材等 の
確保 に向けた 取組を 定める こと。
第 六期の 目標
都道府 県は、 で示 した平 成三十七 年度の 推計を 踏まえ 、地域 包
括ケ アシス テム構 築に向 けた段 階的な 取組方 針及び その中 での第六
期の位 置づけ を明ら かにす るととも に、第 六期の 具体的 な施策 によ
り目 指す目 標を定 めるこ と。
そ の際に は、都 道府県 におけ る地域的 条件や 管内市 町村が 目指す
地域 包括ケ アシス テム構 築のため の地域 づくり の方向 性を勘 案する
こ と。
施設に おける 生活環 境の改 善
都 道府県は 、平成 三十七 年度の 地域密 着型介 護老人 福祉施 設及び
介護保 険施設 の入所 定員の 合計数の うちの ユニッ ト型施 設の入 所定
員（ 施設の 一部に おいて ユニット ごとに 入居者 の日常 生活が 営まれ
、 これに 対する 支援が 行われ る施設 の場合 にあっ ては、 当該一部 の
入所 定員。 以下こ の に おいて同 じ。） の合計 数が占 める割 合につ
い ては、 法第百 十六条 第二項 第二号に 基づく 参酌標 準（都 道府県 介
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(二)

(三)

(一)
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護保険 事業支 援計画 におい て介護給 付等対 象サー ビスの 種類ご との
量の 見込み を定め るに当 たって参 酌すべ き標準 をいう 。三の ２の
に おいて 同じ。 ）五十 パーセ ント以 上（そ のうち 地域密 着型介 護老
人福 祉施設 及び指 定介護 老人福祉 施設の 入所定 員の合 計数の うちの
ユ ニット 型施設 の入所 定員の 合計数が 占める 割合に ついて は、七 十
パーセ ント以 上）と するこ とを目 標として 定める こと。
３ 都道 府県介 護保険 事業支 援計画の 作成の ための 体制の 整備
都道府 県介護 保険事 業支援 計画を作 成する に当た っては 、次の 体制
整備 を図る ととも に、現 に保健 医療サー ビス又 は福祉 サービ スを利 用
してい る要介護 者等を はじめ 被保険 者の意 見を反 映する こと。
また 、関係 部局相 互間の 連携の状 況、都 道府県 介護保 険事業 支援計
画 作成委 員会等 の開催 の経緯 、市町村 との連 携の状 況等を 都道府 県介
護保険 事業支 援計画 に示す こと。
都 道府県 関係部 局相互 間の連携
介護保 険担当 部局は 、民生 担当部局 、保健 医療担 当部局 、労働 担
当部 局、住 宅担当 部局、 地域振 興担当部 局、農 林水産 担当部 局、教
育担当 部局等 の関係 部局と 連携する ことが できる 体制を 整備す ると
とも に、計 画の検 討、立 案及び推 進に当 たって は相互 に連絡 を取り
問 題意識 を共有 し、協 力して 必要な施 策に取 り組む よう努 めるこ と
。
都 道府県 介護保 険事業 支援計画 作成委 員会等 の開催
介護保 険事業 の運営 につい ては、幅 広い関 係者の 協力を 得て、 地
域の 実情に 応じた ものと するこ とが求 められ る。
このた め、学 識経験 者、保 健医療関 係者、 福祉関 係者、 被保険 者
代表 者、介 護給付 等対象 サービス 利用者 、費用 負担関 係者等 の中か
ら 都道府 県の判 断によ り参加 者を選定 し、都 道府県 介護保 険事業 支
援計 画作成 委員会 等を開 催するこ と。こ の場合 におい ては、 事務を
効 率的に 処理す るため 、既存 の審議会 等を活 用して も差し 支えな い
。
な お、都道 府県介 護保険 事業支 援計画 を作成 する過 程では 、その
他の専 門家及 び関係 者の意 見の反映 並びに 情報の 公開に も配慮 する
こと 。
市 町村と の連携
都道 府県は 、市町 村に対 し、市町 村介護 保険事 業計画 の作成 上の
技 術的事 項につ いて必 要な助 言をする ことに より、 介護給 付等対 象
(一)

(二)

(三)

(二)
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サービ スを提 供する ための 施設の整 備等に 関する 広域的 調整を 図る
役割 を有し ている ことか ら、都道 府県介 護保険 事業支 援計画 を作成
す る過程 では、 市町村 と意見 を交換 するこ と。
また 、都道 府県は 、地域 の実情に 応じた 市町村 介護保 険事業 計画
の 作成に 関する 指針を 定める とともに 、保健 所、福 祉事務 所等を 活
用して 、老人 福祉圏 域ごと に市町 村相互間 の連絡 調整を 行う機 関を
設 置する 等の老 人福祉 圏域を 単位とす る広域 的調整 を図る ために 必
要な市 町村に 対する 支援を 行うこと が望ま しい。
なお 、小規 模な市 町村等 について は、地 域にお ける介 護給付 等対
象サー ビスを提 供する 体制の 確保に 関する 広域的 取組が 求めら れる
こと に鑑み 、都道 府県は 、老人福 祉圏域 等を勘 案して 、複数 の市町
村 による 広域的 取組に 協力す ることが 望まし い。
４ 要 介護者 等の実 態把握
都 道府県 介護保 険事業 支援計 画作成時 におけ る人口 構造、 被保険 者
数、要 介護者 等の数 、介護 給付等対 象サー ビスを 提供す るため の施設
の定 員数、 介護給 付等対 象サー ビスに従 事する 者の数 、介護 給付等 対
象サー ビスの 利用の 状況等 を老人福 祉圏域 ごと及 び都道 府県全 域で定
める こと。
こ の場合 におい ては、 都道府 県介護保 険事業 支援計 画作成 時にお け
る介 護給付等 対象サ ービス に係る 課題の 分析及 び評価 の結果 を示す こ
と。
また、 第五期 都道府 県介護 保険事業 支援計 画及び 老人福 祉計画 （老
人福 祉法第 二十条 の八第 一項に 規定す る都道 府県老 人福祉 計画をい う
。以下 同じ。 ）の作 成又は 推進に係 る課題 を分析 し、か つ、評 価して
、こ の結果 を第六 期介護 保険事 業支援計 画の作 成に活 用する こと。
さ らに、 市町村 介護保 険事業 計画を基 礎とし て、計 画期間 中及び 将
来的 な人口 構造、 被保険 者数、 要介護者 等の数 等を老 人福祉 圏域ご と
及 び都道 府県全 域で定 めるこ と。
なお、 都道府 県は、 地域密 着型介護 老人福 祉施設 入所者 生活介 護又
は 介護老人 福祉施 設への 入所を 必要と する高 齢者の 状況、 療養病 床に
入院し ている 高齢者 の実態 及び療養 病床を 有する 医療機 関の介 護保険
施設 などへ の転換 の予定 等に関 する調査 を行い 、その 調査の 結果を 市
町 村に提 供する ととも に、市 町村が 日常生 活圏域 ニーズ 調査等や 病院
、診 療所、 介護老 人保健 施設等 の利用者 に関す る調査 （病院 及び診 療
所 におけ る長期 入院患 者の実 態の把握 を含む 。）を 行う場 合にお いて
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は、そ の調査 の実施 が円滑 に行われ るよう 、関係 者相互 間の連 絡調整
を含 め、積 極的に 協力す ること 。
５ 老人 福祉圏 域の設 定
都道 府県介 護保険 事業支 援計画に おいて は、介 護給付 等対象 サービ
ス の種類 ごとの 量の見 込みを 定める単 位とな る圏域 を定め るもの とさ
れてお り、こ れを老 人福祉 圏域と して取り 扱うも のとさ れてい る。
老 人福祉 圏域に ついて は、保 健医療サ ービス 及び福 祉サー ビスの 連
携を図 る観点 から、 二次医 療圏（医 療法第 三十条 の四第 二項第 十号に
規定 する区 域をい う。以 下同じ 。）と一 致させ ること が望ま しい。
このた め、老人 福祉圏 域が二 次医療 圏と一 致して いない 都道府 県は
、可 能な限 り、両 者を一 致させ るよう努 めるこ と。
な お、都 道府県 介護保 険事業 支援計画 に定め る老人 福祉圏 域は、 総
合確保 促進法 第四条 第一項 に規定 する都 道府県 計画（ 医療介 護総合確
保 法第四 条第一 項に規 定する 都道府県 計画を いう。 以下同 じ。） を作
成する 場合に 当該計 画で定 める都道 府県医 療介護 総合確 保区域 （医療
介護 総合確 保法第 四条第 二項第 一号に規 定する 医療介 護総合 確保区 域
をいう 。）と 整合性 が取れ たものと するこ と。
６ 他の計 画との 関係
都 道府県 介護保 険事業 支援計 画は、都 道府県 老人福 祉計画 と一体 の
もの として作 成され 、都道 府県計 画及び 医療計 画との 整合性 が確保 さ
れ たもの とし、 都道府 県地域 福祉支援 計画（ 社会福 祉法第 百八条 に規
定する 都道府 県地域 福祉支 援計画を いう。 以下同 じ。） 、都道 府県障
害福 祉計画 、都道 府県医 療費適 正化計 画（高 齢者の 医療の 確保に関 す
る法律 （昭和 五十七 年法律 第八十号 。以下 「高齢 者医療 確保法 」とい
う。 ）第九 条第一 項に規 定する 都道府県 医療費 適正化 計画を いう。 以
下 同じ。 ）、都 道府県 健康増 進計画（ 健康増 進法第 八条第 一項に 規定
する 都道府 県健康 増進計 画をい う。）、 都道府 県住生 活基本 計画（ 住
生 活基本 法（平 成十八 年法律 第六十一 号）第 十七条 に規定 する都 道府
県計画 をいう 。）又 は都道 府県高齢 者居住 安定確 保計画 その他 の法律
の 規定によ る計画 であっ て要介 護者等 の保健 、医療 、福祉 又は居 住に
関する 事項を 定める ものと 調和が保 たれた ものと するこ と。
都道 府県老 人福祉 計画と の一体性
都 道府県 老人福 祉計画 は、老 人に対 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、 要介護 者等に
対 する介 護給付 等対象 サービ ス及び介 護予防 事業の 提供の ほか、 地
(一)
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域住民 等によ る自主 的活動 等として 実施さ れる介 護予防 の取組 、認
知症 等の予 防のた めのサ ービスの 提供、 独り暮 らしの 老人の 生活の
支 援のた めのサ ービス の提供 等も含 め、地 域にお ける老 人を対 象と
する 福祉サ ービス の全般 にわたる 供給体 制の確 保に関 する計 画とし
て 作成さ れるも のであ る。
このた め、都 道府県 介護保 険事業 支援計画 につい ては、 都道府 県
老 人福祉 計画と 一体の ものと して作成 されな ければ ならな い。
都道府 県計画 との整 合性
地域 におい て効率 的かつ 質の高い 医療提 供体制 を構築 すると とも
に地域 包括ケア システ ムを構 築する ことを 通じ、 高度急 性期か ら在
宅医 療・介 護まで の一連 のサービ スを地 域にお いて総 合的に 確保す
る ことが 重要で ある。
このた め、都 道府県 介護保 険事業 支援計 画につ いては 、都道 府県計
画 との整 合性を 図るも のとす ること。
医療計 画との 整合性
医療 計画に ついて は、医 療提供 体制の確 保に関 する基 本方針 （平
成十九 年厚生 労働省 告示第 七十号） におい て、居 宅等に おける 医療
の確 保に関 する事 項を定 めるに当 たり、 介護サ ービス も含め た地域
の ケア体 制を計 画的に 整備す るため、 この指 針及び 都道府 県介護 保
険事 業支援計 画にも 配慮し て定め ること が求め られる とされ ている
こ とに留 意する こと。
なお、 都道府 県が、 今後、 医療計画 の一部 として 策定す る地域 医
療構 想とも 整合性 をとれ たもの とする こと。
都道府 県地域 福祉支 援計画 との調和
介護 給付等 対象サ ービス 及び地域 支援事 業など の公的 なサー ビス
と 地域に おける 様々な 主体に よるサー ビスを 重層的 に組み 合わせ る
こと によっ て、要 介護者 等の生活 全般の 課題を 解決す ること が重要
で ある。
このた め、都 道府県 介護保 険事業支 援計画 につい ては、 地域に お
い て様々な 提供主 体によ るサー ビスを 実施、 連携さ せる都 道府県 地
域福祉 支援計 画と調 和が保 たれたも のとす ること 。
都道 府県障 害福祉 計画と の調和
都 道府県 障害福 祉計画 におい ては、 高齢者 を含む 障害者 の自立支
援の 観点か ら、精 神科病 院から地 域生活 への移 行を進 めるこ ととし
て おり、 高齢の 障害者 が地域 生活へ移 行し、 又は地 域生活 を維持 及

42

94

(二)
(三)
(四)
(五)

び継続 するた め、介 護給付 等対象サ ービス 等を必 要に応 じて提 供し
てい くこと も重要 である 。
こ うした 観点か ら、都 道府県 介護保 険事業 支援計 画につ いては 、
都道 府県障 害福祉 計画に おける高 齢者を 含む入 院中の 精神障 害者の
地 域生活 への移 行に係 る成果 目標等と の調和 が保た れたも のとす る
こと。
都 道府県 医療費 適正化 計画との 調和
都道府 県介護 保険事 業支援 計画にお いて介 護給付 等対象 サービ ス
の量 の見込 みを定 めるに 当たって は、療 養病床 を有す る医療 機関の
転換の 意向等を 勘案し て、療 養病床 から転 換する 介護保 険施設 等に
係る サービ スの量 の増加 を踏まえ たサー ビスの 量の見 込みと するこ
と。
なお、 指定介 護療養 型医療 施設に ついて は、引 き続き 、介護 老人
保 健施設 等への 転換を 推進し つつ、平 成二十 九年度 末まで 転換期 限
を延長 してい るとこ ろであ り、医療 費適正 化基本 方針（ 高齢者 医療
確保 法第八 条第一 項に規 定する 医療費適 正化基 本方針 をいう 。以下
同じ。 ）にお いて、 都道府 県は、転 換に関 する相 談窓口 の設置 など
具体 的な支 援措置 を講ず ることが 望まし いとさ れてい ること に留意
す ること 。
都道 府県健康 増進計 画との 調和
少 子高齢 化が進 む中で 、健康寿 命を延 伸し、 要介護 状態等 の予防
や悪化 の防止 を図る ことは 、重要で ある。
この ため、 都道府 県介護 保険事 業支援 計画に ついて は、高 齢者の
健康に 焦点を 当てた 取組な ど住民の 健康の 増進の 推進に 関する 施策
を定 める都 道府県 健康増 進計画と の調和 に配慮 するこ と。
都 道府県 住生活 基本計 画との 調和
単身 又は夫 婦のみ の高齢 者世帯が 増加す る中、 高齢者 が安心 して
暮 らせる 住まい と日常 生活の 支援や介 護給付 等対象 サービ ス等の 一
体的な 供給が 要請さ れてい る。
こ うした観 点から 、都道 府県介 護保険 事業支 援計画 につい ては、
住生活 の安定 の確保 及び向 上の促進 に関す る施策 に関す る事項 を定
める 都道府 県住生 活基本 計画と調 和が保 たれた ものと するこ と。
都 道府県 高齢者 居住安 定確保 計画と の調和
高齢 者が可 能な限 り住み 慣れた地 域でそ の有す る能力 に応じ 自立
し た日常 生活を 営むこ とがで きるよう 、介護 給付等 対象サ ービス 等
(六)
(七)
(八)
(九)
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７

に関す る施策 を、居 住等に 関する施 策との 有機的 な連携 を図り つつ
包括 的に推 進する ことが 重要であ る。こ うした 観点か ら、都 道府県
介 護保険 事業支 援計画 につい ては、 高齢者 に対す る賃貸 住宅及 び老
人ホ ームの 供給の 目標等 を定める 都道府 県高齢 者居住 安定確 保計画
と 調和が 保たれ たもの とする こと。
また、 都道府 県介護 保険事 業支援 計画と都 道府県 高齢者 居住安 定
確 保計画 との調 和を図 るに当 たっては 、市町 村にも 配慮す ること 。
なお、 高齢者 に対す る賃貸 住宅及び 老人ホ ームの 供給目 標につ い
ては 、市町 村との 協議に より、地 域の実 情に応 じた市 町村別 の供給
目標を 都道府県 高齢者 居住安 定確保 計画に 反映す ること が可能 であ
るこ とに留 意し、 市町村 から協議 があっ た場合 には、 その求 めに応
じ て、地 域のニ ーズを 的確に 把握した 計画の 策定を 検討す ること 。
福祉人 材確保 指針を 踏まえ た取組
介 護保険 制度が 国民の ニーズに 応える よう十 分機能 してい くため
には、 福祉・ 介護サ ービス を担う人 材の安 定的な 確保が 重要で ある
。こ うした 観点か ら、都 道府県 介護保険 事業支 援計画 におい て、介
護人材 確保策 を定め るにあ たっては 、福祉 ・介護 サービ スの仕 事が
魅力 ある職 業とし て認知 され、今 後さら に拡大 する福 祉・介 護ニー
ズ に対応 できる 質の高 い人材 の確保の ための 取組の 指針で ある福 祉
人材 確保指針 を踏ま え、地 域の実 情に応 じ、重 点的に 取り組 む事項
を 明確に するこ と。
介護雇 用管理 改善等 計画を 踏まえた 取組
介護 労働者 が意欲 と誇り をもっ て魅力 ある職 場でそ の能力 を発揮
して働 くこと ができ るよう にするこ と等の ため、 介護労 働者の 雇用
管理 改善や 能力開 発をす ることが 重要で ある。 こうし た観点 から、
都 道府県 介護保 険事業 支援計 画におい て、介 護人材 確保策 を定め る
に当 たって は、介 護雇用 管理改善 等計画 に定め る介護 労働者 の雇用
管 理の改 善の促 進、能 力の開 発及び向 上を図 るため に講じ ようと す
る施策 の基本 となる べき事 項を踏ま えるこ と。
その他
計画期 間と作 成の時 期
都道 府県介 護保険 事業支 援計画は 、三年 を一期 として 作成す る。
第 六期都 道府県 介護保 険事業 支援計 画につ いては 、平成 二十七年
度か ら平成 二十九 年度ま でを期間 として 、平成 二十六 年度中 に作成
す ること が必要 である 。
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(十)
(十一)
(一)
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公表と 地域包 括ケア システ ムの普及 啓発
都道 府県は 、都道 府県介 護保険事 業支援 計画を 作成し たとき は、
遅 滞なく 、これ を厚生 労働大 臣に提 出する ほか、 これを 公表す るこ
と。
ま た、介 護保険 制度の 健全かつ 円滑な 運営を 図るた めには 、国民
の理解 及び協 力を得 ること が求め られるこ とから 、都道 府県は 、地
域 住民に 対し、 管内各 市町村 が構築す る地域 包括ケ アシス テムの 目
指す方 向や市 町村に 対する 都道府県 として の支援 内容に ついて 、幅
広く 地域の 関係者 の理解 を広げ、 多様か つ積極 的な取 組を進 めるた
めの普 及啓発を 図るこ と。
達成 状況の 点検及 び評価
都 道府県 介護保 険事業 支援計画 につい ては、 各年度 におい て、そ
の達成 状況を 点検し 、その 結果に 基づい て対策 を実施 するこ と。
こ の場合 におい ては、 高齢者へ の自立 支援の 効果、 地域に おける
日常生 活の継 続の状 況、在 宅と施設 のサー ビスの 量の均 衡等の 都道
府県 介護保 険事業 支援計 画の達 成状況を 分析し 、かつ 、評価 するた
めの項 目を設 定する 等の工 夫を図る こと。
二 都道府 県介護 保険事 業支援 計画の基 本的記 載事項
都 道府県 介護保 険事業 支援計 画におい て定め ること とされ た事項 は、
次に 掲げる事 項とす る。
(二)

２

市町村 が推計 した見 込み等 を基に各 年度に おける 都道府 県全域 及び
老人 福祉圏 域ごと の介護 専用型 特定施設 におけ る特定 施設入 居者生 活
介 護、地 域密着 型特定 施設入 居者生 活介護 及び地 域密着 型介護老 人福
祉施 設入所 者生活 介護（ 以下「 介護専用 型特定 施設入 居者生 活介護 等
」 という 。）に 係る必 要利用 定員総数 、介護 保険施 設の種 類ごと の必

１ 老人福 祉圏域
第三の 一の５ を踏ま えた老 人福祉圏 域の範 囲、各 老人福 祉圏域 の状
況等 を定め ること 。
こ の場合 におい て、隣 接の都 道府県の 区域の 状況を 考慮す る必要 が
ある ときは 、当該 都道府 県との 調整の経 緯、当 該区域 の状況 等を盛 り
込 むこと 。
各 年度に おける 介護給 付等対 象サービ スの種 類ごと の量の 見込み

(三)

三 都道 府県介 護保険事 業支援 計画の 作成に 関する 基本的記 載事項
今般の 介護保 険法等 の改正 におい て、地 域の自 主性及び 自立性 を高め
る ための 見直しが 行われ たこと により 、都道 府県介 護保険事 業支援 計画
に おいて 定める事 項は、 次に掲 げる事 項その 他の別 表第四に 掲げる 事項
とする 。

１ 各年度 におけ る医療 療養病 床から 介護保 険施設等 への転 換分以 外の
介 護給付等 対象サ ービス の種類 ごとの 量の見 込み
老人 福祉圏域 ごとに 、各年 度の介 護専用 型特定 施設にお ける特 定施
設 入居者 生活介 護、地域 密着型 特定施 設入居 者生活 介護及 び地域 密着
型介 護老人 福祉施設 入所者 生活介 護（以 下「介 護専用型 特定施 設入居
者 生活介 護等」と いう。 ）に係 る必要 利用定 員総数 、介護保 険施設 の
種類ご との必要 入所定 員総数 （指定 介護療 養型医 療施設 にあっ ては、
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要入所 定員総 数（指 定介護 療養型医 療施設 にあっ ては、 当該指 定介護
療養 型医療 施設の 療養病 床等に 係る必要 入所定 員総数 ）並び に介護 給
付 等対象 サービ スの種 類ごと の量の 見込み を定め るとと もに、 その算
定に 当たっ ての考 え方を 示すこ と。
そ の際、 老人福 祉圏域 ごとに 、各年度 の混合 型特定 施設入 居者生 活
介護（ 介護専 用型特 定施設 以外の 特定施設 （以下 「混合 型特定 施設」
と いう。 ）に入 居して いる要 介護者に ついて 行われ る特定 施設入 居者
生活介 護をい う。以 下同じ 。）の必 要利用 定員総 数を定 めるこ とがで
きる 。
この場 合、多様 な経営 主体に よるサ ービス の提供 体制を 確保し 、利
用者 の様々 なニー ズに応 じた多 様なサー ビスが 提供さ れるよ うな環 境
を 構築す る観点 から、 有料老 人ホーム 等にお いて提 供され る特定 施設
入居者 生活介 護につ いても 、各市 町村の 要介護 者等の 実態を 踏まえて
需 要を的 確に把 握し、 地域の 実情に即 した適 切なサ ービス 量を見 込む
ように するこ と。
さら に、大 都市部 におい て、他 の老人福 祉圏域 との間 で特別 養護老
人ホー ムの必 要入所 定員総 数の調整 を行っ た場合 は、そ の調整 内容を
都道 府県介 護保険 事業支 援計画 に定める ととも に、調 整の考 え方を 示
す こと。
加え て大都市 部にお いて、 地域コ ミュニ ティや 自治体 間のつ ながり
が 強いな ど特別 な事情 により 、他の都 道府県 内の要 介護被 保険者 に係
る特別 養護老 人ホー ムへの 入所必要 人数を 双方の 都道府 県が把 握し、
都道 府県の 区域を 越えて 必要入 所定員 総数の 調整を 行った 場合は、 双
方の都 道府県 介護保 険事業 支援計画 にその 調整内 容を定 めると ともに
、調 整の考 え方を 示すこ と。こ の場合、 入居者 本人の 意思の 尊重が 大
前 提であ り、重 度の要 介護状 態となっ たら本 人の意 思にか かわら ず家
族や 地域と 切り離 されて 他の都 道府県の 施設に 入所さ せられ るとい っ
た ことに はなら ないよ う、計 画の実行 には十 分な配 慮をす ること 。
なお、 介護専 用型特 定施設 入居者生 活介護 等に係 る必要 利用定 員総
数 （混合型 特定施 設の必 要利用 定員総 数を定 めた場 合は、 その必 要利
用定員 総数を 含む。 ）及び 介護保険 施設に 係る必 要入所 定員総 数には
、医 療療養 病床及 び指定 介護療 養型医療 施設が 介護専 用型特 定施設 入
居 者生活 介護等 を提供 する施 設、混 合型特 定施設 又は介 護保険施 設（
指定 介護療 養型医 療施設 を除く 。）に転 換する 場合に おける 当該転 換
に 伴う利 用定員 又は入 所定員 の増加分 は含ま ないも のとす る。

当該 指定介 護療養型 医療施 設の療 養病床 等に係 る必要入 所定員 総数）
そ の他の 介護給 付等対 象サービ スの量 の見込 みを定 めると ともに 、そ
の算 定に当 たっての 考え方 を示す こと。
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また、 老人福祉 圏域ご とに、 各年度 の混合 型特定 施設入 居者生 活介
護（ 介護専 用型特 定施設 以外の 特定施 設（以 下「混 合型特定 施設」 と
いう。 ）に入居 してい る要介 護者に ついて 行われ る特定施 設入居 者生
活介 護をい う。以下 同じ。 ）の必 要利用 定員総 数を定め ること ができ
る。

なお 、介護 専用型 特定施 設入居 者生活 介護等 に係る必 要利用 定員総
数及び 介護保険 施設に 係る必 要入所 定員総 数には 、指定介 護療養 型医
療施 設が介 護専用型 特定施 設入居 者生活 介護等 を提供す る施設 又は介
護 保険施 設（指 定介護療 養型医 療施設 を除く 。）に 転換す る場合 にお
ける 当該転 換に伴う 利用定 員又は 入所定 員の増 加分は含 まない ものと
す る。
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ま た、各 年度に おける 医療療 養病床 から介 護保険 施設等 への転 換分
に係 る介護 給付対 象サー ビスの 量の見込 みにつ いては 、都道 府県介 護
保 険事業 支援計 画を作 成しよ うとする ときに おける 主に介 護を必 要と
する高 齢者が 利用し ている 医療療 養病床の 数及び それら の高齢 者の介
護 給付対 象サー ビスの 利用に 関する意 向並び に医療 療養病 床を有 する
医療機 関の介 護保険 施設等 への転換 の予定 等を把 握した 上で、 介護給
付対 象サー ビスの 種類ご との量 の見込み に含め て定め ること 。

３ 老人 福祉圏 域を単 位とす る広域的 調整
介護 給付等対 象サー ビス（ 指定地 域密着 型サー ビス及 び指定 地域密
着 型介護 予防サ ービス を除く 。以下こ の３に おいて 同じ。 ）の量 の見
込みに ついて は、都 道府県 は市町村 と意見 を交換 して、 老人福 祉圏域
を単 位とす る広域 的調整 を図る こと。 この場 合にお いては 、老人福 祉
圏域を 単位と して介 護給付 等対象サ ービス を提供 する体 制を確 保する
市町 村の取 組に協 力する ととも に、各年 度の介 護専用 型特定 施設入 居
者 生活介 護等及 び混合 型特定 施設入居 者生活 介護の 種類ご との必 要利
用定 員総数 並びに 介護保 険施設 の種類ご との必 要入所 定員総 数につ い
て は、介 護専用 型特定 施設入 居者生活 介護等 及び混 合型特 定施設 入居
者生活 介護の 種類ご との利 用定員並 びに介 護保険 施設の 種類ご との入
所 定員の総 数の現 状、介 護専用 型特定 施設入 居者生 活介護 等及び 混合
型特定 施設入 居者生 活介護 並びに介 護保険 施設相 互間の 利用定 員及び
入所 定員の 総数の 均衡、 在宅と 施設のサ ービス の量の 均衡等 に配慮 す
る こと。
４ 市町村 介護保 険事業 計画と の整合性 の確保
介 護給付 等対象 サービ スの量 の見込み につい ては、 市町村 介護保 険

２ 各 年度に おける医 療療養 病床か ら介護 保険施 設等への 転換分 に係る
介護 給付対 象サービ スの量 の見込 み
各年 度におけ る医療 療養病 床から 介護保 険施設 等への転 換分に 係る
介 護給付 対象サー ビスの 量の見 込みに ついて は、都 道府県介 護保険 事
業支援 計画を作 成しよ うとす るとき におけ る主に 介護を 必要と する高
齢者 が利用 してい る医療 療養病 床の数 及びそ れらの 高齢者の 介護給 付
対象サ ービスの 利用に 関する 意向並 びに医 療療養 病床を有 する医 療機
関の 介護保 険施設等 への転 換の予 定等を 把握し た上で、 １の介 護給付
対 象サー ビスの 種類ご との量 の見込 みとは 別にサ ービスの 量の見 込み
を定め るととも に、そ の算定 に当た っての 考え方 を示すこ と。
なお 、医療療 養病床 が介護 専用型 特定施 設入居 者生活介 護等を 提供
す る施設 又は介護 保険施 設に転 換する 場合に おける 当該転 換に伴う 利
用定員 又は入 所定員 の増加 分につ いては 、１で 定める必 要利用 定員総
数 及び必 要入所定 員総数 には含 めない ものと する。
また、 混合型特 定施設 入居者 生活介 護の必 要利用 定員総数 を定め る
場合 につい ても、 医療療 養病床 が混合型 特定施 設に転 換する 場合に お
ける当 該転換に 伴う利 用定員 の増加 分につ いては 、１で定 める必 要利
用定 員総数 には含め ないも のとす る。
３ 老 人福祉 圏域を 単位と する広 域的調 整
介 護給付 等対象サ ービス （指定 地域密 着型サ ービス及 び指定 地域密
着型介 護予防サ ービス を除く 。以下 この に
3 おい て同じ。 ）の量 の見
込み につい ては、 都道府県 は市町 村と意 見を交 換して 、老人 福祉圏 域
を単位 とする広 域的調 整を図 ること 。この 場合に おいては 、老人 福祉
圏域 を単位 として介 護給付 等対象 サービ スを提 供する体 制を確 保する
市 町村の 取組に協 力する ととも に、各 年度の 介護専 用型特 定施設 入居
者生活 介護等 及び混 合型特 定施設 入居者 生活介 護の種類 ごとの 必要利
用 定員総 数並びに 介護保 険施設 の種類 ごとの 必要入 所定員総 数につ い
ては、 介護専用 型特定 施設入 居者生 活介護 等及び 混合型特 定施設 入居
者生 活介護 の種類 ごとの 利用定 員並び に介護 保険施設 の種類 ごとの 入
所定員 の総数の 現状、 介護専 用型特 定施設 入居者 生活介護 等及び 混合
型特 定施設 入居者生 活介護 並びに 介護保 険施設 相互間の 利用定 員及び
入 所定員 の総数 の均衡、 在宅と 施設の サービ スの量 の均衡 等に配 慮す
るこ と。
４ 市町 村介護保 険事業 計画と の整合 性の確 保
医療療 養病床か ら介護 保険施 設等へ の転換 分以外 の介護 給付等 対象
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事業計 画にお ける数 値を老 人福祉圏 域ごと に集計 して、 この結 果を更
に都 道府県 全域で 集計し た結果 が、都道 府県介 護保険 事業支 援計画 に
お ける数 値と一 致する よう、 都道府 県は、 市町村 と調整 するこ と。

サー ビスの 量の見込 みにつ いては 、市町 村介護 保険事業 計画に おける
数 値を老 人福祉 圏域ご とに集計 して、 この結 果を更 に都道 府県全 域で
集計 した結 果が、都 道府県 介護保 険事業 支援計 画におけ る数値 と一致
する よう、 都道府県 は、市 町村と 調整す ること 。
ま た、医 療療養病 床から 介護保 険施設 等への 転換分に 係る介 護給付
対象サ ービス の量の 見込み につい ては、市 町村介 護保険 事業計 画にお
け る数値 を老人福 祉圏域 ごとに 集計し て、こ の結果 を更に都 道府県 全
域で集 計した結 果が、 都道府 県介護 保険事 業支援 計画にお ける数 値と
一致 するよ う、都道 府県は 、市町 村と調 整する こと。
三の 二 都 道府県介 護保険 事業支 援計画 の作成 に関す る任意記 載事項
二千十 一年（平 成二十 三年） の介護 保険法 等の改 正におい て、地 域
の自 主性及 び自立 性を高め るため の見直 しが行 われた ことに より、 都
道府県 介護保険 事業支 援計画 におい て地域 の実情 に応じて 定める こと
と された 事項は、 次に掲 げる事 項その 他の別 表第四 の二に掲 げる事 項
とする 。

48

三 都 道府県介 護保険 事業支 援計画 の任意 記載事 項
都道 府県介 護保険 事業支 援計画 において 地域の 実情に 応じて 定める こ
と とされ た事項 は、一 （５を 除く。） に掲げ る事項 のほか 、次に 掲げる
事項と する。

１ 地域包 括ケア システ ム構築 のための 支援に 関する 事項
地域包 括ケア システ ムの実 現のため 、今後 、市町 村が重 点的に 取り
組む ことが 必要な ①在宅 医療・ 介護連携 の推進 、②認 知症施 策の推 進
、 ③生活 支援・ 介護予 防サー ビスの基 盤整備 の推進 、④介 護予防 の推
進、 ⑤高齢者 の居住 安定に 係る施 策との 連携に ついて 、市町 村への 後
方 支援と して取 り組む 事項を 計画に位 置付け 、その 事業内 容等に つい
て定め ること 。
その 際、専 門職の 派遣や 好事例 の情報 提供な ど市町 村が行 う高齢者
の自立 支援に 資する 包括的 かつ継続 的な支 援のた めの地 域ケア 会議の
推進 、総合 事業を 実施す る事業 者のうち 都道府 県が指 定権限 を持つ 介
護 保険サ ービス 事業者 に対す る指導監 督の実 施や各 種研修 など総 合事
業の 推進に 関する 支援策 も併せ て定める こと。
ま た、地 域の創 意工夫 を生か せる柔軟 な仕組 みを目 指すこ とが必 要
であり 、今後 、医療 及び介 護の提供 体制の 整備を 、地域 の将来 の姿を
踏 まえた「 まちづ くり」 の一環 として 行って いくこ とが求 められ てい
ること に留意 するこ と。
在宅 医療・ 介護連 携の推 進
在 宅医療 の提供 体制の 充実に 係る都 道府県 と市町 村の連 携と役割
分担 につい て、医 療計画 を推進し ていく 中で改 めて明 確にし た上で
、 在宅医 療提供 体制の 基盤整 備を推進 するこ と。
(一)

在宅医 療・介 護連携 を推進 するため に、在 宅医療 ・介護 の関係 者
から なる会 議の設 置、都 道府県と して実 施する 在宅医 療・介 護連携
の 推進の ための 人材育 成等の 研修会 の開催 、都道 府県医 師会と の連
携及 び調整 、医療 機関と 地域の介 護関係 者及び 医療関 係者と の連携
等 の広域 での調 整が必 要な事 項、小規 模市町 村が複 数の市 町村で 共
同事業 を行う 際の支 援等、 在宅医 療・介護 連携に 関する 市町村 への
具 体的な 支援策 を定め ること 。
認知症 施策の 推進
都道 府県は 、以下 の取組 について 、認知 症施策 に関す る各年 度に
おける 具体的な 計画（ 事業内 容、実 施（配 置）予 定数、 受講予 定人
数等 ）を定 めるこ と。
ま た、第 二の三 の１の に掲げ る市町 村の取 組も含 めた都 道府県
全体の 計画を 示し、 必要に 応じて 、市町 村への 支援策 を定め ること
。
なお、 早期診 断を行 う医療 機関の整 備につ いては 、精神 疾患の 医
療体 制の構 築に係 る指針 に留意 すること 。
イ 早 期診断 を行う 医療機 関の整備
ロ かかり つけ医 ・病院 従事者に 対する 認知症 対応力 向上の ため
の 研修の 実施
ハ 認知症サ ポート 医の養 成
ニ 若年 性認知 症施策 の実施
ホ 認 知症ケ アに携 わる介 護人材の 育成（ 認知症 介護実 践者、 認知
症介 護実践 リーダ ー及び 認知症 介護指 導者）
ヘ 市 民後見 人の育 成、支 援組織の 体制整 備
ト 認知症 サポー ターの 養成と普 及その 他都道 府県が 行う認 知症の
人 とその 家族へ の支援 に関す る取組
生活 支援・ 介護予 防サー ビスの基 盤整備 の推進
第 二の三 の１の に掲 げる生活 支援・ 介護予 防サー ビスの 充実の
ため取 組を進 めるコ ーディ ネート機 能の充 実に関 するこ と等、 地域
に おける日 常生活 支援の 充実に 関する 市町村 への支 援策を 定める こ
と。
具体 的には 、市町 村と連 携し地域 の日常 生活支 援体制 の基盤 整備
を 推進す る生活 支援コ ーディ ネータ ーの養 成、市 町村・
・ボ
ラン ティア ・民間 事業者 等を対象 とした 普及啓 発のた めのシ ンポジ
ウ ムや研 修会の 開催、 生活支 援・介護 予防サ ービス を担う 者のネ ッ
(二)
(三)

(三)

(二)
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トワー ク化、 好事例 の発信 等、広域 的な視 点から 市町村 の取組 を支
援す ること 。
介 護予防 の推進
介護 予防の 推進に 当たっ ては、都 道府県 の介護 部門と 衛生部 門が
連 携しな がら、 広域的 な立場 から、市 町村の 介護予 防の取 組の評 価
、リハ ビリテ ーショ ン専門 職等の 広域調整 、関係 機関間 の調整 、管
内 市町村 の取組 に係る 情報収 集・提供 、介護 予防の 取組や 保健事 業
に従事 する者 の人材 育成等 の市町村 への支 援策を 定める こと。
高齢 者の居 住安定 に係る 施策との 連携
住まい は地域包 括ケア システ ムの基 礎とな るもの である ため、 地
域に おいて それぞ れの生 活のニー ズにあ った住 まいが 提供さ れ、か
つ 、その 中で生 活支援 サービ スを利用 しなが ら個人 の尊厳 が確保 さ
れた生 活が実 現され ること が、保 健・医 療・介 護など のサー ビスが
提 供され る前提 となる 。
このた め、持 家や賃 貸住宅 の住宅改 修支援 に加え 、生活 指導・ 相
談、 安否の 確認、 一時的 な家事 援助、緊 急時対 応等の サービ スを提
供する シルバ ーハウ ジング ・プロジ ェクト や加齢 対応構 造等を 備え
た公 営住宅 その他 の高齢 者に対す る賃貸 住宅及 び老人 ホーム に関す
る 供給目 標など につい て、必 要に応じ て市町 村と連 携を図 り定め る
こと 。
ま た、今 後、生 活困窮 者や社会 的に孤 立する 高齢者 など多 様な生
活課題 を抱え る高齢 者の増 加が見込 まれる ことか ら、六 十五歳 以上
の者 であっ て、環 境上の 理由及 び経済 的理由 により 居宅に おいて養
護を受 けるこ とが困 難なも のを入所 させ、 養護す るとと もに、 その
者が 自立し た日常 生活を 営み、社 会的活 動に参 加する ために 必要な
指 導及び 訓練そ の他の 援助を 行うこと を目的 とする 養護老 人ホー ム
や、 無料又 は低額 な料金 で、老人 を入所 させ、 食事の 提供そ の他の
日 常生活 上必要 な便宜 を供与 すること を目的 とする 軽費老 人ホー ム
につい て、地 域の実 情に応 じて、サ ービス 量の見 込みを 定める こと
。
２ 介 護給付 等対象 サービ スを提 供するた めの施 設にお ける生 活環境 の
改善 を図る ための 事業に 関する 事項
介 護保険 施設そ の他の 介護給 付等対 象サー ビスを 提供す るための
施設 の整備 に関す る事項
今 後の介 護サー ビス基 盤の整備 を進め るに当 たって は、住 民にと

１ 介護給 付等対象 サービ スを提 供する ための 施設に おける生 活環境 の
改 善を図 るため の事業に 関する 事項
介護 保険施設 その他 の介護 給付等 対象サ ービス を提供す るため の
施 設の整 備に関す る事項
今後の 介護サー ビス基 盤の整 備を進 めるに 当たっ ては、 住民に と
(一)
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(四)

(五)

(一)

(二)

って最 も身近 な市町 村が主 体となっ て、在 宅と施 設のサ ービス の量
の均 衡を考 慮しつ つ、日 常生活圏 域にお いて必 要とな る介護 サービ
ス 基盤全 体の整 備に関 する目 標を立 て、計 画的に 整備し ていく こと
とな る。
し たがっ て、都 道府県 において は、そ の目標 達成の ための 支援及
び情報 提供並 びに市 町村が 主体と なって整 備すべ き施設 等以外 の広
域 的な施 設等の 整備を 行うこ とが重要 である 。
ただし 、市町 村によ る施設 等の整備 であっ ても、 特別養 護老人 ホ
ーム の設置 の認可 の申請 があった 場合、 当該申 請に係 る特別 養護老
人ホー ムの所在 地を含 む老人 福祉圏 域の入 所定員 の総数 が、当 該老
人福 祉圏域 の必要 入所定 員総数に 既に達 してい るとき 等は、 当該認
可 をしな いこと ができ るもの とされて いるこ と等に 鑑み、 都道府 県
の方針 と市町 村にお けるそ れぞれ の目標 につい て、事 前に十 分な連
携 を図る こと。
また、 広域的 な施設 等の整 備につい ては、 広域的 な利用 に資す る
もの である 一方、 施設が 設置さ れる市町 村の住 民によ る施設 利用及
び費用 負担の 増大に もつな がり得る ことに 鑑み、 法の規 定に基 づき
、当 該市町 村の長 に対し 、相当の 期間を 指定し て、市 町村介 護保険
事 業計画 との調 整を図 る見地 からの意 見聴取 を行い 、各市 町村に お
ける 整備目標 とその 需要を 十分に 踏まえ たもの とする こと。
ユニッ ト型施 設の整 備に係 る計画に 関する 事項
老人 福祉圏 域ごと に、第 三の一 の２の に掲 げる参 酌標準 を参考
として 、各年 度の地 域密着 型介護老 人福祉 施設及 び介護 保険施 設の
改修 を含め たユニ ット型 施設の整 備に係 る計画 を定め ること 。

って 最も身近 な市町 村が主 体とな って、 在宅と 施設のサ ービス の量
の 均衡を 考慮し つつ、 日常生活 圏域に おいて 必要と なる介 護サー ビ
ス基 盤全体の 整備に 関する 目標を 立て、 計画的 に整備し ていく こと
と なる。
したが って、都 道府県 におい ては、 その目 標達成 のため の支援 及
び情 報提供 並びに 市町村 が主体 となっ て整備 すべき施 設等以 外の広
域的な 施設等の 整備を 行うこ とが重 要であ る。
ただ し、市町 村によ る施設 等の整 備であ っても 、特別養 護老人 ホ
ー ムの設 置の認 可の申 請があ った場 合、当 該申請 に係る特 別養護 老
人ホ ームの所 在地を 含む老 人福祉 圏域の 入所定 員の総数 が、当 該老
人 福祉圏 域の必要 入所定 員総数 に既に 達して いるとき 等は、 当該認
可をし ないこ とがで きるもの とされ ている こと等 に鑑み 、都道 府県
の 方針と 市町村に おける それぞ れの目 標につ いて、事 前に十 分な連
携を図 ること。
また 、広域的 な施設 等の整 備につ いては 、広域 的な利 用に資 する
も のであ る一方 、施設 が設置 される 市町村 の住民 による施 設利用 及
び費 用負担の 増大に もつな がり得 ること に鑑み 、介護保 険法の 規定
に 基づき 、当該市 町村の 長に対 し、相 当の期 間を指定 して、 市町村
介護保 険事業 計画と の調整 を図る 見地か らの意 見聴取を 行い、 各市
町 村にお ける整備 目標と その需 要を十 分に踏 まえたも のとす ること
。
ユニ ット型 施設の 整備に係 る計画 に関す る事項
老人福 祉圏域ご とに、 参酌標 準（都 道府県 介護保険 事業支 援計画
にお いて地域 密着型 介護老 人福祉 施設及 び介護 保険施設 におけ る生
活 環境の 改善に係 る参酌 すべき 標準と して別 表第五 に掲げ るもの を
い う。） を参考 として 、各年 度の地域 密着型 介護老 人福祉 施設及 び
介護 保険施設 の改修 を含め たユニ ット型 施設の 整備に係 る計画 を定
め ること 。
ユニ ット型 施設の 整備の 推進の ための 方策に 関する事 項
老人福 祉圏域ご とに各 年度の 地域密 着型介 護老人福 祉施設 及び介
護保 険施設の ユニッ ト型施 設の整 備の推 進のた めの方策 を定め るこ
と。
なお 、大規模 改修、 改築等 に合わ せたユ ニット 型施設へ の改修 の
推 進につ いても考 慮する ものと する。
介護 サービス 情報の 公表に 関する 事項
ユニッ ト型施 設の整 備の推 進のため の方策 に関す る事項
老 人福祉圏 域ごと に各年 度の地 域密着 型介護 老人福 祉施設 及び介
護保険 施設の ユニッ ト型施 設の整備 の推進 のため の方策 を定め るこ
と。
な お、大 規模改 修、改 築等に 合わせ たユニ ット型 施設へ の改修の
推進 につい ても考 慮する ものとす る。
２

(三)

(二)
(三)

(三)
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３ 地域 包括ケ アシス テムを 支える人 材の確 保及び 資質の 向上に 資する
事業に 関する 事項
地 域包括 ケアシ ステム の構築 の推進の ために は、介 護人材 、在宅 医
療を担 う医師 や看護 師等の 医療職、 介護支 援専門 員、生 活支援 サービ
スの 担い手 又は生 活支援 コーデ ィネータ ー等の 多様な 人材の 確保を 支
援する 方策を定 めるこ と。特 に介護 人材の 量的な 確保に ついて は、第
三の 一の２ の に おいて 推計さ れた介護 人材の 需給の 状況を 踏まえ 、
福 祉人材 確保指 針によ る取組 を参考と しつつ 、「新 規参入 の促進 」や
「潜在 的人材 の復職 ・再就 職支援 」、「 離職防 止・定 着の促 進」など
の ための 方策を 定める こと。
その際 、以下 の点に 留意す ること。
① 具体的 な目標 （可能 な限り 定量的な 目標値 、時期 ）を掲 げるこ
と。
② 都道府 県が中 心とな って地域 内の関 係団体 や関係 機関な どと連
携 し、人 材確保 のため の協議会 を設置 するな どし、 地域の 実情に
応じ 、重点的 に取り 組む事 項を明 確にす ること 。
③ 都道 府県福 祉人材 センタ ー事業、 都道府 県看護 職員確 保セン タ
ー（ナ ースセ ンター ）事業 等も含め 、介護 給付等 対象サ ービス 及
び地 域支援 事業に 従事す る者の 養成、 就業の 促進等 に関す る事項
を盛り 込むこ と。
さら に、介 護人材 の資質 の向上に 資する よう、 介護の 世界で 生涯働
き 続ける ことが できる ような キャリア パスの 支援や 事業主 による キャ
リア アップ への支 援など の方策 や、その 具体的 な目標 を掲げ ること 。
ま た、介 護支援 専門員 につい ては、そ の資質 向上に 向け、 介護支 援
専門員 に対す る研修 が適切 に行われ るよう な実施 体制を 組むと ともに
、 介護支援 専門員 が当該 研修を 円滑に 受講す ること ができ るよう 、職
能団体 等との 連携を 十分に 図りつつ 、体制 整備を 図るこ と。
在宅 医療・ 介護連 携の推 進におい て、こ れまで 市町村 は在宅 医療の
提 供体制 等への 関与が 少なか ったこ とから 、市町 村の人 材育成の 支援
が必 要であ る。医 療と介 護の連 携体制の 構築を 進める ために 、各市 町
村 で中心 的役割 を担う リーダ ーや医療 と介護 に精通 した連 携のコ ーデ
(一)

介護サ ービスを 利用し 、又は 利用し ようと する要 介護者等 が適切 か
つ円 滑に介 護サービ スを利 用する 機会を 確保す るため 、法第 五章第十
節 の規定 による 介護サ ービス 情報の 公表に 係る体 制の整備 をはじ めと
する 介護サ ービス情 報の公 表に関 する事 項を定 めること 。
３ 介 護給付 等対象サ ービス 及び地 域支援 事業に 従事す る者の 確保又 は
資質 の向上 に資す る事業 に関す る事項
介護支 援専門員 その他 の介護 給付等 対象サ ービス 及び地域 支援事 業
に従 事する 者の確保 又は資 質の向 上に資 する事 業に関す る事項 （介護
支 援専門 員その 他の介 護給付 等対象 サービ ス及び 地域支援 事業に 従事
する 者の見 込数を含 む。） を定め ること が必要 である。 この場 合にお
い ては、 介護支援 専門員 養成事 業のほ か、都 道府県 福祉人材 センタ ー
事業、 都道府 県看護 職員確保 センタ ー（ナ ースセ ンター ）事業 等も含
め 、介護 給付等対 象サー ビス及 び地域 支援事 業に従 事する者 の養成 、
就業の 促進等に 関する 事項を 盛り込 むこと が望ま しい。
その 際、介護 支援専 門員に ついて は、介 護支援 専門員 証の有 効期間
の更 新時の 研修が 義務化 された ことを 踏まえ 、当該 研修を円 滑に受 講
す ること ができる よう、 職能団 体等と の連携 を十分 に図りつ つ、体 制
整備 を図る こと。
介 護職員 につい ては、 介護職 員基礎 研修の 創設な ど、養成 研修が 充
実され ていくこ と、及 び、認 知症高 齢者に 対する ケアやタ ーミナ ルケ
ア などの 専門性を 高める ための 研修や チーム リーダ ーとなる 者に対 す
る 研修な どを実 施して いく必要 がある ことを 踏まえ 、これ らの研 修が
適切 に実施 されるよ う、体 制整備 を図る こと。
さらに 、これら の研修 につい て、現 任者が 働きな がら受講 しやす い
もの とする こと。
また 、小規 模多機 能型居 宅介護 などの 地域密 着型サー ビスに ついて
は 、個別 性の高い ケアが 求めら れ、よ り専門 性が必 要となる ため、 市
町 村と十 分に連携 しなが ら、サ ービス 従事者 の質の 確保を図 ってい く
こと 。
なお 、都道府 県は、 たんの 吸引等 を実施 する介 護職員等 の確保 又は
資質 の向上 のため、 登録研 修機関 の確保 等の必 要な施策 に取り 組むこ
と。
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ィネー ターと なる人 材育成 等につい て記載 するこ と。
訪問 看護職 員につ いては 訪問看護 推進協 議会を 設置し 、都道 府県が
主 体的に 地域の 実情を 踏まえ た訪問 看護サ ービス の確保 のため の施策
を策 定し、 その内 容を都 道府県 介護保険 事業支 援計画 に盛り 込むこ と
が 望まし い。
また、 訪問看 護事業 所の看 護師が 最新又は 高度な 医療処 置・看 護ケ
ア に関す る知識 や技術 、在宅 医療に求 められ るケア の視点 や退院 支援
、地域 連携に 関する 知識と いった専 門性を 高める ための 研修等 の実施
が必 要であ ること を踏ま え、こ れらの研 修が適 切に実 施され るよう 、
体制整 備を図る こと。
４ 介護給 付等対 象サー ビス及 び地域支 援事業 の円滑 な提供 を図る ため
の 事業に 関する 事項
介護保 険施設 におい ては、 利用者 がその 要介護 状態区 分等に 応じて
最 も適切 な介護 を受け ること ができる よう、 利用者 の希望 を最大 限に
尊重し ながら 、利用 者を居 宅に復帰 させる ことを 目指す ことが 求めら
れる こと等 に鑑み 、介護 保険施 設の入退 所（介 護保険 施設相 互間の 転
所を含 む。） を円滑 にする ための取 組を推 進する ため、 介護保 険施設
に関 する情 報の提 供のた めの体 制の整備 、介護 保険施 設相互 間の情 報
の 交換の ための 体制の 整備等 の介護保 険施設 相互間 の連携 の確保 に関
する 事業その 他の介 護給付 対象サ ービス の円滑 な提供 を図る ための 事
業 に関す る事項 を定め ること 。
なお、 介護給 付等対 象サー ビスの適 切な利 用を促 進する 方策と して
、情 報の提 供並び に相談 及び援 助を適 切に行 うこと ができ る体制の 整
備に関 する事 項を盛 り込む こと。

ま た、市町 村にお ける予 防給付 対象サ ービス 、地域 支援事 業の実 施
に関す る効果 の評価 等を行 うなど、 市町村 におけ るこれ らのサ ービス
又は 事業が 効果的 かつ効 率的に 実施され るよう 、必要 な支援 に関す る
事 項を盛 り込む こと。
さら に、重 度の要 介護者 、単身又 は夫婦 のみの 高齢者 世帯、 認知症
の 高齢者 の増加 等を踏 まえ、 そのよう な者が 要介護 状態等 となっ ても

４

介護 給付対象 サービ スの円 滑な提 供を図 るため の事業に 関する 事項

介 護保険 施設にお いては 、利用 者がそ の要介 護状態区 分等に 応じて
最も適 切な介護 を受け ること ができ るよう 、利用 者の希望 を最大 限に
尊重 しなが ら、利用 者を居 宅に復 帰させ ること を目指 すこと が求め ら
れ ること 等に鑑 み、介 護保険 施設の 入退所 （介護 保険施設 相互間 の転
所を 含む。 ）を円滑 にする ための 取組を 推進す るため、 介護保 険施設
に 関する 情報の提 供のた めの体 制の整 備、介 護保険 施設相互 間の情 報
の交換 のため の体制 の整備 等の介 護保険 施設相 互間の連 携の確 保に関
す る事業 その他の 介護給 付対象 サービ スの円 滑な提 供を図る ための 事
業に関 する事項 を定め ること 。
なお 、介護 給付対 象サービ スの適 切な利 用を促 進する 方策と して、
情報の 提供並び に相談 及び援 助を適 切に行 うこと ができる 体制の 整備
に関 する事 項を盛り 込むこ と。
５ 予防給 付対象サ ービス 及び地 域支援 事業の 円滑な 提供を図 るため の
事 業に関 する事 項
予防 給付対象 サービ スの適 切な利 用を促 進する 方策とし て、情 報の
提 供並び に相談及 び援助 を適切 に行う ことが できる 体制の整 備に関 す
る事項 を盛り込 むこと 。
また、 市町村に おける 予防給 付対象 サービ ス及び 地域支援 事業の 実
施に 関する 効果の評 価等を 行うな ど、市 町村に おけるこ れらの サービ
ス 又は事 業が効 果的かつ 効率的 に実施 される よう、 必要な 支援に 関す
る事 項を盛 り込むこ と。
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、可能 な限り 、住み 慣れた 地域にお いて継 続して 日常生 活を営 むこと
がで きるよ うにす るため 、高齢 者の日常 生活全 般を毎 日複数 回の柔 軟
な サービ ス提供 により 支える ことが 可能な 、定期 巡回・ 随時対 応型訪
問介 護看護 等の重 要性に 留意し 、都道府 県にお いても 、市町 村や居 宅
介 護支援 事業者 、医療 機関等 に対する 周知啓 発など 、市町 村にお いて
地域密 着型サ ービス の体制 の整備 が行われ るよう 、必要 な支援 に関す
る 事項を 盛り込 むこと 。
５ 介 護サー ビス情 報の公 表に関 する事項
介護 サービ スを利 用し、 又は利用 しよう とする 要介護 者等が 適切か
つ円滑 に介護サ ービス を利用 する機 会を確 保する ため、 法第五 章第十
節の 規定に よる介 護サー ビス情 報の公表 に係る 体制の 整備を はじめ と
す る介護 サービ ス情報 の公表 に関する 事項を 定める こと。
第六期 におい ては、 介護人 材の確 保が重 要とな る中、 各事業 所にお
け る雇用 管理の 取組を 推進す ることが 必要で あり、 現行の 従業者 等に
関する 情報公 表の仕 組みに ついて、 事業所 が円滑 に情報 発信で きるよ
う都 道府県 は積極 的な取 組が求 められる 。
また、 通所介 護の設 備を利 用して提 供して いる法 定外の 宿泊サ ービ
スに ついて 、サー ビスの 質の担 保の観点 から、 情報公 表シス テムで の
公 表を推 進する こと。
さら に、市町 村が新 たに公 表する ことと なった 、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 報の公 表に当 たって は、地 域の
実情に 応じて 市町村 と連携 を図りな がら必 要な支 援を行 うこと が望ま
しい 。
６ 介 護給付 の適正 化に関 する事 項
都道 府県は 、「第 三期介 護給付適 正化計 画」に 関する 指針や 市町村
の 取組目 標等を 参考に 都道府 県介護給 付適正 化計画 を策定 し、都 道府
県介 護保険 事業支 援計画 におい て介護給 付適正 化計画 を定め る旨を 記
載 するこ と。ま た、各 年度に おいて、 その達 成状況 を点検 し、そ の結
果に基 づき対 策を講 じると ともに、 都道府 県が中 心とな って国 保連合
会 と連携し 、市町 村に対 する支 援を行 うこと 。
なお、 縦覧点 検・医 療情報 との突合 に係る 国保連 合会へ の委託 につ
いて は、都 道府県 内の過 誤調整 の処理基 準が統 一され 正確な 効果額 が
図 れるこ とから 、都道 府県内 の全市 町村が 国保連 合会に 委託する よう
働き かける ことを 検討す ること 。
療養 病床の 円滑な 転換を 図るため の事業 に関す る事項
７

療 養病床 の円滑な 転換を 図るた めの事 業に関 する事 項

６ 介護給 付等に要 する費 用の適 正化に 関する 事項
都 道府県 において 策定す る介護 給付適 正化計 画の内 容も十 分に踏 ま
えるこ とが必 要であ る。
また、 介護給付 等に要 する費 用の適 正化の ための 事業を行 う都道 府
県にあ っては、 その事 業内容 等につ いて定 めるこ とが望ま しい。

７
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療養病 床の円 滑な転 換を促 進するた め、療 養病床 に入院 してい る患
者、 住民及 び医療 機関等 への情 報提供及 びこれ らの者 からの 相談へ の
対 応を行 うこと ができ る体制 整備並 びに都 道府県 として 講ずる 支援措
置に 関する 事項を 盛り込 むこと 。
な お、指 定介護 療養型 医療施 設につい ては、 引き続 き、老 人保健 施
設等へ の転換 を推進 しつつ 、平成 二十九年 度末ま で転換 期限を 延長し
て いると ころで あり、 医療費 適正化基 本方針 におい て、都 道府県 は、
転換に 関する 相談窓 口の設 置など具 体的な 支援措 置を講 ずるこ とが望
まし いとさ れてい ること に留意 すること 。

療養 病床の円 滑な転 換を促 進する ため、 療養病 床に入院 してい る患
者 、住民 及び医 療機関 等への情 報の提 供及び これら の者か らの相 談へ
の対 応を行 うことが できる 体制の 整備に 関する 事項並び に都道 府県と
し て講ず る支援措 置に関 する事 項を盛 り込む こと。
この場 合におい ては、 介護施 設整備 法第五 条に規 定する 市町村 への
交付 金及び 高齢者 医療確 保法附 則第二 条に規 定する 病床転換 助成事 業
の活用 方策を示 すこと 。

８ 財 政安定化 基金の 取崩し に関す る事項
介護 保険法附 則第十 条にお いて、 財政安 定化基 金を取り 崩すこ とが
で きるこ ととした ところ である 。具体 的にど の程度 の額を 取り崩す か
は都道 府県を 中心に 地域で 判断す ること となる が、都道 府県は 、財政
安 定化基 金を取り 崩した ときは 、取り 崩した 額（市 町村への 交付分 及
び国へ の納付分 を除く 。）を 介護保 険に関 する事 業に要す る経費 に充
てる よう努 めると ともに 、当該 事業の内 容等に 関する 事項を 定める こ
と。
四 その他
１ 介護 保険事業 計画の 作成の 時期
市町 村介護保 険事業 計画に ついて は、平 成二十 四年度か らの第 五期
に おける 介護給付 等対象 サービ ス及び 地域支 援事業 の量の見 込み等 に
ついて 定めるも のであ ること から、 平成二 十三年 度中に 作成する こと
が必 要であ る。
その際 、被保険 者とし ての地 域住民 に対す る介護 保険事業 の趣旨 の
普及 啓発に 資するよ う、ま ず、介 護給付 等対象 サービス 及び地 域支援
事 業の量 の見込 みを中 間的に 取りまと めるこ とが望 ましい 。
２ 介護保 険事業計 画の期 間
保 険料率 が概ね三 年を通 じ財政 の均衡 を保つ ものでな ければ ならな
いもの とされて いるた め、そ の算定 の基礎 となる 介護保 険事業 計画に
つ いても、 三年を 一期と して作 成する ことと する。
なお、 第六期介 護保険 事業計 画につ いては 、平成 二十六年 度中に 平
成二 十七年 度から平 成二十 九年度 までを 期間と して作 成するこ ととな
る。
３ 介護保 険事業計 画の達 成状況 の点検 及び評 価
介 護保険 事業計画 につい ては、 各年度 におい て、その 達成状 況を点
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第 四 指 針の見 直し
この指 針は、 平成二 十七年 度からの 第六期 介護保 険事業 計画の 作成に
資す るよう 定めた もので ある。
この指 針につ いては 、介護 保険法の 施行状 況等を 勘案し て、必 要な見
直し を行う ものと する。
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検し、 その結果 に基づ いて対 策を実 施する こと。
この 場合にお いては 、高齢 者への 自立支 援の効 果、地 域にお ける日
常 生活の 継続の 状況、 療養病 床再編 成の進 捗状況 、在宅と 施設の サー
ビス の量の 均衡等の 介護保 険事業 計画の 達成状 況を分析 し、か つ、評
価 するた めの項目 を設定 する等 の工夫 を図る こと。
４ 介 護保険 事業計 画の公 表
市 町村は 、市町村 介護保 険事業 計画を 作成し たときは 、遅滞 なく、
これを 都道府県 知事に 提出す るほか 、これ を公表 すること 。
また 、都道府 県は、 都道府 県介護 保険事 業支援 計画を 作成し たとき
は、遅 滞なく、 これを 厚生労 働大臣 に提出 するほ か、これ を公表 する
こと 。

第三 その他 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 めに必
要 な事項
一 介 護保険 事業の趣 旨の普 及啓発
介護 保険制 度の健 全かつ 円滑な 運営を図 るため には、 国民の 理解及 び
協力を 得るこ とが求め られる 。この ため、 市町村 及び都道 府県は 、被保
険者 として の地域住 民に対 し、介 護保険 事業に 関する 情報（介 護保険 制
度 の理念 等を含む 。）の 提供等 の介護 保険事 業の趣 旨の普 及啓発 を図る
こと 。
二 この指 針の見直 し
この 指針は 、平成 二十四年 度から の第五 期介護 保険事 業計画 の作成 に
資する よう定 めたもの である 。
この ため、 この指針 につい ては、 介護保 険法の 施行状況 等を勘 案して
、 必要な 見直しを 行うも のとす る。

第四 東日 本大震 災におけ る被災 自治体 の介護 保険事 業計画の 策定に ついて
東 日本大 震災によ り甚大 な被害 を受け た地方 自治体 （以下「 被災自 治体
」とい う。） において は、高 齢者等 の実態 把握の ための 十分な 体制を 整
え ること、 介護保 険事業 計画の 策定に 向けた 準備作 業が困難 な場合 があ
るため 、第五 期介護保 険事業 計画の 策定に ついて は、この 指針に かかわ
らず 、被災 自治体の 実情に 応じて 弾力的 な取扱 いを行 っても差 し支え な
い ことと する。
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別表 第一

一

項

内

容

日 常生活 圏域の 設定
日常 生活 圏域 の設定 の趣 旨及 び内 容、 各日常 生
活 圏域の 状況等を 定める こと。

二 各年度 におけ る介護 ① 各 年 度 に お け る 介 護 給 付 対 象 サ ー ビ ス の 種 類
給付等 対象サー ビスの
ごと の量の見 込み
種類 ごとの 量の見込 み
イ 医療 療養病 床か ら介 護保 険施設 等へ の転 換
分 以 外の 介 護給 付 対象 サ ービ スの 種類 ごとの
量の見 込み
参 酌 標 準を 参 考と し て、 各 年度 に お ける 市
町村 全 域及 び 日常 生 活圏 域 ごとの 認知 症対 応
型共 同生活 介護、 地域密 着型特 定施設入 居者
生活介 護及び地 域密着 型介護 老人福 祉施設 入
所者 生活介護 それぞ れの必 要利用 定員総 数並
び に指定地 域密着 型サー ビス及 び指定 地域密
着型 サービス 以外の 介護給 付対象 サービ スの
種 類ごとの 量の見 込みを 定め、 その算 定に当
たって の考え方 を示す こと。
な お 、認 知 症 対応 型 共同 生 活介 護 、地 域 密
着型 特 定施 設入 居 者 生活 介護 及び 地域 密着 型
介 護老 人 福祉 施 設入 所 者生 活介 護の 必要 利用
定 員 総 数に は、 指 定介 護 療養 型医 療施 設がこ
れ らの 事業 を 行う 施 設 等へ 転換 する 場合の 当
該 転 換に 伴 う利 用 定員 の 増加 分は 含まな いも
のとす る。
ロ 医療療 養病 床か ら介護 保険 施設 等へ の転 換
分に係 る介護給 付対象 サービ スの量 の見込 み
各 年 度に お ける 市 町 村ご と の医 療 療養 病 床
か ら 介 護保 険施 設 等へ の 転換 分の 量の 見込 み
を 定め 、そ の 算 定に 当 たっ ての 考え 方を示 す
こ と。
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な お、 医 療療 養 病床 が 認知 症 対 応型 共 同生
活 介護 、 地域 密 着型 特 定施 設入 居者 生活 介護
及 び 地 域密 着型 介 護老 人 福祉 施設 入所 者生 活
介 護の 事業 を 行 う施 設 等に 転換 する 場合に お
け る 当該 転 換に 伴 うこ れ らの 事業 の利用 定員
の増 加 分に つ いて は 、こ れ らの 事業の 必要 利
用 定員総数 には含 めない ものと する。

② 各年 度に おける 予防 給付 対象サー ビスの種 類
ごとの 量の見込 み
各 年度 にお け る 市町 村 全域 及び 日常 生活 圏域
ご と の指 定地域 密着 型介 護予 防サー ビス 及び 指
定 地域 密着型 介護 予防 サー ビス以 外の 予防 給付
対 象 サー ビスの 種類 ごと の量の 見込 みを 定め 、
その 算 定に当 たっ ての考 え方 を示 すこ と。 その
際 、で きる 限り 日常生 活圏 域内 で指 定地 域密着
型介 護予 防サ ービス が利 用さ れる よう にする 観
点 から 、指定 地域 密着 型介 護予 防サ ービス の見
込 量を確 保する必 要があ ること 。

内

容

三 各年 度にお ける地域 ① 地域支 援事業の 量の見 込み
支援事 業の量 の見込み
各 年 度 にお ける 事 業の 種 類ご との 量の 見込 み
を 定 めると とも に、そ の算 定に 当た って の考 え
方を示 すこと。
② 介護予 防等事業 対象者 数の見 込み
介 護 予 防事 業（ 介 護予 防 ・日 常生 活支 援総合
事 業を 行う場 合に あっ ては 、介 護予防 ・日 常生
活 支 援総 合事業 ）の 対象 者数の 見込 みを 定め る
とと も に、そ の算 定に 当たっ ての 考え 方を 示す
こ と。

項
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別 表第一 の二
事
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一

市町村 介護保 険事業
市 町村 介護保 険事 業計 画に 係る法 令の 根拠 、趣
計 画の基 本理念 等
旨、 基本理 念、目的 等を定 めるこ と。

二 平成 二十六 年度目標
市 町 村介護 保険 事業計 画の 作成 に当 たっ ては、
値の設 定
地 域密 着型 介護老 人福 祉施 設入所 者生活介護 及び
指 定施 設サー ビス 等を 要介護 二以上 の者が利用 す
ると 見込み 、当 該市 町村に おけ るそれらの サービ
ス の利用 者数 の合計 数（ 医療 療養病床 から介護 保
険施設 等へ の転換 に伴 うこ れらの サービス の利用
者数 の増 加分 を除く 。） のう ちの要介 護四及び要
介 護五 の認 定者数 の合 計数 が占め る割合を、 七十
％以上 とする ことを 目標と して設 定する こと。

三 市 町村介 護保険事 業
市 町 村介 護保険 事業 計画 の作 成に 係る市 町村 の
計画 の作成 のため の体 関 係 部 局 相 互 間 の 連 携 の 状 況 、 市 町 村 介 護 保 険 事
制
業 計画 作成委 員会 等の開 催の 経緯、被 保険者の 意
見の 反映 のた めの措 置の 内容 、都道府 県との連携
の 状況 等を 定める こと 。こ の場合 において、 複数
の市 町村 によ る市町 村介 護保 険事業計画 の共同作
成 に取 り組 んだ市 町村 にあ っては、 その趣旨 等を
盛り込 むこと 。

四 要介護 者等の 実態の
当該 市 町村が 定め る区 域ご とにお ける 被保 険者
把握
の心 身の 状況 、その 置か れて いる環境 等、要介護
者等 の実 態の 的確な 把握 に努 めるととも に、都道
府 県と 連携 し、療 養病 床に 入院して いる高齢 者の
実態 及び 療養病 床を 有す る医療 機関の転 換の予定
等 を把 握する こと 。ま た、要 介護者 等の実態等 に
関す る調査 等を 行う場 合は 、そ の実施の時 期、方
法等 を定 める こと。 この 場合 において 、複数の 市
町 村に よる 要介護 者等 の実 態等に 関する調査 の共
同実 施に 取り 組んだ 市町 村に あっては、 その趣旨
等 を盛り 込むこと 。
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五

被保険 者の現 状

なお 、介 護給 付等 対象サ ービ スの 供給 の把 握に
つい ても、 同様とす ること 。

市町 村 介護保 険事 業計画 作成 時に おけ る人 口の
構 造、 被保 険者の 数、 要介 護者等の 数等を定 める
こと。
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六 介 護給付 等対象サ ー
市 町 村介 護保険 事業 計画 作成 時に おける 介護 給
ビス の現状
付等 対象サ ービ スの 種類ご との 量、介護給 付等対
象サー ビス の利用 の状 況等 を定め ること。 この場
合に おい ては 、市町 村介 護保 険事業計 画作成時に
お ける 介護 給付等 対象 サー ビスに 係る課題の 分析
及び評 価の結 果を示 すこと 。

七 各 年度に おける被 保
各 年 度に おける 人口 の構 造、 被保 険者の 数、 介
険者 の状況 の見込 み
護予 防事 業（介 護予 防・日 常生 活支援総 合事業を
行う場 合に あっ ては、 介護 予防・ 日常生活 支援総
合事 業） 及び 予防給 付の 実施 状況を勘 案した要介
護 者等 の数 等の見 込み を定 めるこ と。この場 合に
おい ては 、そ の算定 に当 たっ ての考え方 を示すと
と もに 、医 療療養 病床 から の転換に よる影響 を勘
案する こと。

八 各年度 におけ る介護 ① 介 護 給 付 対 象 サ ー ビ ス の 種 類 ご と の 見 込 量 の
給 付等対 象サー ビスの
確保 のため の方策
種類 ごとの 見込量の 確
介 護給 付対 象 サ ービ ス の事 業を 行う 者の確 保
保 のため の方策
に 関す るこ となど 、介 護給 付対 象サ ービス の種
類ご と の見込 量の 確保 のため の方 策を 定め るこ
と。
② 予防給 付対 象サー ビス の種 類ごとの見 込量の
確保 のための 方策
予 防 給 付対 象サ ー ビス の 事業 を行 う者 の確 保
に 関す ること など 、予 防給 付対 象サー ビス の種
類 ご との 見込量 の確 保の ため の方策 を定 める こ
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九 各年 度にお ける地 域
支援 事業に 要する費 用
の 額並び に地域 支援事
業の量 の見込 み及び そ
の 見込量 の確保 のため
の方策 等

と。

① 地域支 援事業 に要す る費用 の額
各 年度 にお け る 地域 支 援事 業に 要す る費 用の
額 の総 額、 介護予 防事 業（ 介護 予防 ・日常 生活
支 援 総合 事業を 行う 場合 にあ って は、介 護予 防
・ 日常 生活支 援総 合事 業） 、包 括的支 援事 業（
介 護 予防 ・日常 生活 支援 総合 事業を 行う 場合 に
あ って は、 第百 十五条 の四 十五 第一 項第 三号、
第四 号及 び第五 号に 掲げ る事 業） 及び 任意事 業
そ れぞ れに要 する 費用 の額 を定 めると とも に、
そ の算定 に当たっ ての考 え方を 示すこ と。
② 地 域支援 事業の 見込量 の確保 のため の方策
地 域 支援 事業 を 行 う者 の 確保 に関す るこ とな
ど、 事 業の種 類ご との見 込量 の確 保の ため の方
策を 定める こと。
③ 保 健福祉 事業に関 する事 項
保 健福 祉 事業 を 行う 市 町村 にあ って は、 その
事 業内容 等につい て定め ること 。
④ 地域 支援 事業及 び予 防給 付の実施に よる介護
予 防の達 成状況の 点検及 び評価
各年 度 にお い て、 介 護予 防 事業（ 介護 予防 ・
日 常 生活支 援総 合事業 を行 う場 合に あっ ては 、
介護 予防 ・日 常生活 支援 総合 事業 ）及 び予防 給
付 の実 施に よる介 護予 防の 達成 状況 を点検 及び
評 価 する に当た って は、 介護 予防 事業の 円滑 な
実 施を 図るた めの 指針 （平 成十 八年厚 生労 働省
告 示 第三 百十六 号） （介 護予防 ・日 常生 活支 援
総合 事 業を行 う場 合に あって は、 介護 予防 ・日
常 生 活支援 総合 事業 に関す る指 針（ 今後 作成 ）
）の内 容を踏ま えるこ と。

十 介護 給付対 象サー ビ
指 定 居宅 サービ スの 事業 、指定 地域 密着 型サ ー
スの 円滑な 提供を図 る ビ ス の 事 業 又 は 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 事 業 を 行 う 者
た めの事 業に関 する事 に 関 す る 情 報 の 提 供 の た め の 体 制 の 整 備 、 指 定 居
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宅 サー ビスの 事業 、指 定地域 密着型 サービスの 事
業 又は指 定居 宅介護 支援 の事 業を行う 者相互間 の
情 報の 交換 のため の体 制の 整備等 の指定居 宅サー
ビス の事 業、 指定地 域密 着型 サービスの 事業又は
指 定居 宅介 護支援 の事 業を 行う者相 互間の連 携の
確保 に関 する 事業そ の他 の介護 給付対象 サービス
の 円滑 な提供 を図 るた めの事 業に関 する事項を 定
めるこ と。
な お、 介護 給付 対象サ ービ スの 適切 な利 用を促
進する 方策 として 、情 報の 提供並 びに相談 及び援
助を 適切 に行 うこと がで きる 体制の整 備に関する
事 項を盛 り込むこ と。
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項

十 一 予 防給付 対象サー
ビス及 び地域 支援事業
の円 滑な提 供を図 るた
めの事 業に関 する事項

指 定介 護予 防サー ビス の事 業、 指定 地域密 着型
介 護予 防サ ービス の事 業又 は指定介 護予防支 援の
事業 を行 う者に 関す る情報 の提 供のため の体制の
整 備、 指定介 護予 防サー ビス の事業、 指定地域 密
着型 介護 予防 サービ スの 事業 又は指定 介護予防支
援 の事 業を 行う者 相互 間の 情報の 交換のため の体
制の 整備 等の 指定介 護予 防サ ービスの事 業、指定
地 域密 着型 介護予 防サ ービ スの事業 又は指定 介護
予防 支援 の事業 を行 う者相 互間 の連携の 確保に関
す る事 業その 他の 予防給 付対 象サー ビス及び地 域
支援事 業の 円滑 な提供 を図 るため の事業に 関する
事項 を定め ること。
な お 、介 護予防 ・日 常生 活支 援総 合事業 を実 施
する 市町 村に おいて は、 地域 の実情に応 じて、多
様 な人 材や 社会資 源を 有効 に活用し た介護予 防・
日常 生活 支援総 合事 業の 円滑な 提供を図 るための
事 業に関す る事項 を定め ること 。

十二 市町 村特別 給付に
市 町村 特別給 付を 行う 市町 村にあ って は、 各年
関 する事 項
度 におけ る当 該市町 村特 別給 付の対象 となるサ ー
ビス の種 類ご との量 の見 込み 、当該サー ビスの種
類 ごと の見 込量の 確保 のた めの方策 等を定め るこ
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と。

十 三 介 護給付 等に要 す
都 道 府県 におい て策 定す る介護 給付 適正 化計 画
る費 用の適 正化に関 す の内容を 十分に 踏まえ ること 。
る 事項
ま た、 介護 給付等 に要 する 費用 の適 正化の ため
の事 業を 行う 市町村 にあ っては 、その事 業内容等
に ついて 定めるこ と。

十四 病床 転換の 円滑な
療 養病 床の円 滑な 転換 を促 進する ため 、療 養病
転換を 図るため の事業 床 に 入 院 し て い る 患 者 、 住 民 及 び 医 療 機 関 等 へ の
に関 する事 項
情報の 提供 及びこ れら の者 からの 相談への 対応を
行 うこ とが できる 体制 の整 備に関 する事項並 びに
市町 村と して 講ずる 支援 措置 に関する事 項を盛り
込 むこと が必要で ある。
この 場 合にお いて は、介 護施 設整 備法 第五 条に
規 定する 市町 村へ の交付 金及 び高齢者 医療確保 法
附則第 二条 に規 定する 病床 転換助 成事業の 活用方
策を 示すこ とが必要 である 。

市町 村介護 保険事 業計画 の期間 を定め ること 。

十五 市町村 介護保 険事
市町 村介 護保 険事 業計画 の作 成の 時期 を定 める
業 計画の 作成の 時期
こと 。
十六 市町 村介護 保険事
業計画 の期間

十 七 市 町村介 護保険 事
各 年 度に おける 市町 村介護 保険 事業 計画 の達 成
業計 画の達 成状況の 点 状 況を点 検及び 評価す る方法 等を定 めるこ と。
検 及び評 価
十 八 その 他介護 保険事
業に係 る保険 給付の円
滑な 実施を 確保する た
め に市町 村が必 要と認
める 事項

介 護保 険事業 に関 する 情報 の提 供等の 介護 保険
事 業の 趣旨の 普及 啓発 その他 の介護 保険事業に 係
る保 険給付 の円 滑な 実施を 確保 するために 市町村
が必 要と認 める事項 を定め ること 。
なお 、保 険料 率を算 定す る基 礎と なる 介護 保険
事 業に係 る費用の 見込み を盛り 込むこ と。
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十九 介護 保険事 業計画
地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 実 現 の た め 、 今後重 点
に位置付けて重点的に 的 に 取 り 組 む こ と が 必 要 な 、①認 知 症 で あ る 被 保
取り 組むこ とが望ま し 険 者 の 地 域 に お け る 自 立 し た 日 常 生 活 の 支 援 に 関
い 事項
する 事項 、② 医療と の連 携に 関する事 項、③高齢
者の 居住 に係 る施策 との 連携に 関する事 項、④そ
の 他の 被保険 者の 地域 におけ る自立 した日常生 活
の支 援のた めに 必要 な事項 を、 地域の実情 に応じ
て 各市町 村が 判断の うえ 各市 町村が重 点的に取 り
組む事 項と して選 択し て計 画に位 置づけ、 その事
業内 容等に ついて定 めるこ と。

別表第 二
一 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 又 は 通所 リ ハ ビリ テ ーシ ョ ン 及び 短 期 入所 生 活 介護 又は 短期 入所 療養 介
護

訪問介 護
現に 利用 して いる者 の数 、居 宅要 介護 者の利 用
訪 問入浴 介護
に関 する 意向 及び指 定地 域密 着型サービ スの量の
訪問看 護
見 込みを 勘案して 、量の 見込み を定め ること 。
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

二 居 宅 療養 管 理 指導 、 福祉 用 具 貸与 及 び特 定福 祉用 具販 売並 びに 居宅 介護
支援
居宅 療養管 理指導

居宅 要 介護者 （通 院が 困難で ある 等の 状態 にあ
る もの に限 る。） が原 則と して主 治医による 医学
的管 理を 利用 するこ とを 前提 として、現 に利用し
て いる 者の 数及び 居宅 要介 護者の利 用に関す る意
向を勘 案して 、量の見 込みを 定める こと。
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別表
一 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 又 は通 所 リ ハビ リ テ ーシ ョ ン 及び 短 期入 所 生 活介 護又 は短 期入 所療 養介
護
現 に 利用 して いる 者の数 、居 宅要 介護者 の利 用
に関す る意 向及 び指 定地 域密着 型サービ スの量の
見込 みを勘 案して 、量の 見込み を定める こと。
な お 、 通所介 護に つい ては 、利用 定員 が厚 生労
働省 令で 定め る数未 満の 場合 は、平成 二十八年 四
月 一日 まで の間に おい て政 令で 定める日か ら施行
する 地域 密着型 通所 介護 に移 行するこ とに留意し
、量 の見込 みを定 めるこ と。

居 宅療 養 管 理指 導 、 福祉 用 具 貸与 及び 特定 福祉 用具 販売 並び に居 宅介 護
支援

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
二

居宅療 養管理 指導

居 宅 要介 護者 （通 院が 困難 である 等の 状態 にあ
るも のに 限る 。） が原 則と して主治 医による 医学
的 管理 を利 用す るこ とを前 提と して、現 に利用し
てい る者 の数 及び 居宅要 介護 者の利 用に関する 意
向 を勘案 して、 量の見 込みを 定めるこ と。
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居 宅介護 支援

特 定福祉 用具販 売

福祉 用具貸 与

居 宅 要介 護者 が原 則とし て利 用する こと を前 提
とし て、 居宅 要介護 者の 数を 勘案して 、量の見 込
み を定め ること 。

居 宅要 介 護者の 要介 護状 態区 分及び 状態 像に 応
じて 、現に 利用 して いる 者の 数及び居宅 要介護者
の 利用に 関す る意 向を 勘案 して、量 の見込み を定
めるこ と。

居 宅要 介護 者の 要介 護状 態区分 及び 状態 像に応
じ て、 現に 利用 して いる 者の数 及び居宅 要介護者
の利 用に 関す る意 向を勘 案し て、量 の見込みを 定
め ること 。

三 定期 巡 回 ・随 時 対 応型 訪 問 介護 看 護、夜 間対 応型 訪問 介護 、地 域 密着 型
通所 介 護 、認 知 症 対応 型 通 所介 護 、 小規 模 多機 能 型居 宅介 護及 び複 合型 サ
ービ ス
定期 巡回・随 時対応 型訪
現に利 用して いる者 の数に 加え、訪 問介護 等の
問 介護看 護
他の サービ スを利 用して いる者 等であっ て、今 後
夜間対 応型訪 問介護
、 重度 の要 介護 者、 単身又 は夫 婦のみの高 齢者世
小規 模多機 能型居 宅介護 帯 、 認 知 症 の 高 齢 者 等 と な る こ と に よ っ て 、 地 域
複合型 サービ ス
に おい て毎 日複数 回の サー ビス 提供による 日常生
活全 般の 支援 が必 要に なると 見込ま れる者の増 加
等 を踏 まえ 、そ のよ うな者 が可 能な限り、 住み慣
れた 地域 にお いて 継続し て日 常生活を 営むこと が
で きる よう 、地 域の実 情を 勘案 した上で、 量の見
込みを 定める こと。
な お 、単 に利 用者 の表面 的な 意向を 確認 する だ
けで はなく 、上 記を 踏ま え、 利用者の潜 在的なニ
ーズ も把握 して量 の見込 みを定 めること 。
地域 密着型 通所介 護

平成 二 十八 年四 月一 日まで の間 におい て政 令で
定 める 日か ら施 行する 地域 密着 型通所介護 は、利

居宅介 護支援

特定福 祉用具 販売

福 祉用具 貸与

居 宅 要介 護者の 要介 護状 態区 分及び 状態 像に 応
じて 、現 に利 用して いる 者の 数及び居 宅要介護者
の 利用 に関 する意 向を 勘案 して、 量の見込み を定
める こと。

居 宅 要介 護者の 要介 護状態 区分 及び 状態 像に 応
じて 、現 に利 用して いる 者の 数及び居宅 要介護者
の 利用 に関 する意 向を 勘案 して、量 の見込み を定
めるこ と。

定 期巡 回 ・ 随時 対 応型 訪 問 介護 看 護、 夜 間対 応型 訪問 介護、 認知 症対 応
型通 所介護 及び小規 模多機 能型居 宅介護 及び複 合型サ ービス

居宅 要介 護者 が原則 とし て利 用す るこ とを前 提
と して 、居宅 要介 護者 の数を 勘案し て、量の見 込
みを定 めるこ と。
三

夜 間対応 型訪問 介護
夜 間対 応型 訪問介 護及 び小 規模 多機 能型居 宅介
小規模 多機能 型居宅介 護 護 は 、 現 に 利 用 し て い る 者 の 数 、 居 宅 要 介 護 者 の
数及 びそ の地 域の利 用に 関する 意向など その地域
の 実情を 勘案して 、量の 見込み を定め ること 。

（ 新設）
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認知症 対応型 通所介 護

用定 員が厚 生労 働省 令で 定め る数未満の 通所介護
事 業所を 現に 利用 して いる 者の数、 居宅要介 護者
の 数及 びそ の地 域の 利用 に関す る意向な どその地
域の 実情を 勘案し て、量 の見込 みを定め ること 。
認知症 対応型 通所介 護は、 現に利用 してい る者
の 数、居 宅要介 護者で あって 認知症の 状態に ある
ものの 数及び その地 域の利 用に関す る意向 などそ
の地 域の実 情を勘 案して 、量の 見込みを 定める こ
と。

認知 症対応 型通所 介護

認 知症 対応型 通所 介護 は、 現に 利用し てい る者
の数 、居宅 要介 護者で あっ て認 知症の状態 にある
もの の数 及び その地 域の 利用 に関する 意向などそ
の 地域 の実 情を勘 案し て、 量の見 込みを定め るこ
と。

定 期巡回 ・随時 対応型訪
定 期 巡回・ 随時 対応 型訪問 介護 看護 及び 複合 型
問介護 看護
サ ービ スは 、居宅 要介 護者 の数及 びその地 域の利
複 合型サ ービス
用に 関す る意 向など その 地域 の実情を 勘案して、
量の見 込みを 定めるこ と。

四 特 定 施 設入 居 者生 活 介 護、 認 知 症対 応型 共同 生活 介 護、地 域密 着型 特定
施 設 入 居者 生 活 介護 、 地域 密 着 型介 護 老 人福 祉 施 設入 所者生 活介 護、 介護
福祉施 設サー ビス、 介護保 健施設 サービ ス及び 介護療養 施設サ ービス
特定施 設入居 者生活介 護
認知 症対応 型共同 生活介
護
地域 密着型 特定施 設入居
者 生活介 護
地域密 着型介 護老人 福祉
施 設入所 者生活 介護
介護福 祉施設 サービス
介護 保健施 設サー ビス
介護療 養施設 サービス

現 に 利用 してい る者 の数 及び 利用 に関す る意 向
などそ の地域 の実情 を勘案 して、 量の見込 みを定
め ること 。
ただし 、介護療 養施設 サービ スにつ いては 、平
成 二十三 年に 制度見 直し が行 われ、平 成二十三 年
度末ま での 廃止期 限が 平成 二十九 年度末ま で延長
され た。
な お 、廃 止方針 を維 持し 、新 たな 指定は 行わ な
いこ とと され たこと から 、現 に利用して いる者の
数 及び それ らの者 の介 護給付 対象サ ービスの利 用
に関 する 意向 並びに 介護 療養 施設サー ビスの事業
を 行う 者の 介護保 険施 設等 （指定 介護療養型 医療
施設 を除 く。 ）への 転換 予定 等を勘案し た上で、
第 五期 介護 保険事 業計 画期 間におい て、その 利用
者の 数が 段階的 に減 少す るよう に量の見 込みを定
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四 特 定 施設 入 居 者生 活 介 護、 認 知 症対応 型共 同生 活介 護、 地域 密着 型特 定
施 設入 居 者 生活 介 護 、地 域 密 着型 介 護老 人 福 祉施 設入 所者 生 活介 護、 介護
福 祉施設 サービ ス、介 護保健 施設サ ービス及 び介護 療養施 設サー ビス
特 定施設 入居者 生活介 護
認知症 対応型 共同生 活介
護
地域密 着型特 定施設 入居
者生 活介護
地 域密着 型介護 老人福 祉
施設 入所者 生活介 護
介 護福祉 施設サ ービス
介護保 健施設 サービ ス
介 護療養施 設サー ビス

現 に利 用 して いる者 の数 及び 利用に 関す る意 向
並 びに 地域 密着 型介 護老人 福祉 施設入所者 生活介
護及 び介 護老 人福祉 施設 への 入所を必 要とする 高
齢 者の状 況、介 護療養 型医療 施設の事 業を行 う者
の介 護保 険施設 等（ 指定 介護 療養型医 療施設を除
く 。）へ の転 換予 定な どそ の地 域の実情を勘 案し
て、量 の見込 みを定 めるこ と。
ま た、介 護療養 型医療 施設に ついては 、現に 利
用 して いる 者の 数及 びそれ らの 者の介護給 付対象
サー ビス の利 用に 関する 意向 並びに介 護療養施 設
サー ビスの 事業 を行 う者 の介 護保険施設 等（指定
介護 療養 型医 療施 設を 除く 。）への 転換予定 等を
勘 案し た上 で、 第六 期介護 保険 事業計画 期間にお
いて 、そ の利 用者 の数が 段階 的に減 少するよう に
量 の見込 みを定 めるこ と。
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五 介 護予 防 訪 問介 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 防通 所 介 護又 は介 護予 防通 所リ ハ ビリ
テ ーショ ン及び 介護予 防短期 入所生 活介護又 は介護 予防短 期入所 療養介 護
現 に利 用 してい る者 の数 、居 宅要支 援者 の利 用
に 関す る意 向及 び指定 地域 密着 型介護予防 サービ
スの 量の 見込 みを勘 案し て、 量の見込 みを定める
こ と。
なお、 介護予 防訪問 介護及 び介護予 防通所 介護
に ついて は、 第六 期期 間中 に総合事 業に移行 する
こ とに留 意し、 量の見 込みを 定める こと。

めるこ と。

五 介 護 予 防訪 問 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 通 所介 護 又 は介 護予防 通所 リハ ビリ
テーシ ョン及 び介護予 防短期 入所生 活介護 又は介 護予防 短期入 所療養 介護

六 介護 予防居 宅療養管 理指導 、介護 予防福 祉用具 貸与及 び特定介 護予防 福
祉用具 販売並 びに介護 予防支 援

介護予 防訪問 介護
現 に 利用 してい る者 の数 、居 宅要支 援者 の利 用
介護 予防訪 問入浴 介護
に関 する 意向及 び指 定地 域密着 型介護予 防サービ
介 護予防 訪問看 護
ス の量 の見込 みを 勘案し て、 量の見 込みを定め る
介護 予防訪 問リハ ビリテ こと。
ー ション
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

六 介護予防 居宅療 養管理 指導、 介護予 防福祉 用具貸 与及び 特定介 護予防 福
祉 用具販 売並び に介護 予防支 援

介護予 防居宅 療養管理 指
居 宅 要支 援者（ 通院 が困 難であ る等 の状 態に あ
導
るも のに限 る。 ）が 原則と して 主治医によ る医学
的 管理 を利 用する こと を前 提とし て、現に利 用し
てい る者 の数 及び居 宅要 支援 者の利用に 関する意
向 を勘案 して、量 の見込 みを定 めるこ と。

介 護予防 訪問介 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 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 予防居 宅療養 管理指
居 宅要 支援 者（ 通院 が困 難で ある等 の状 態に あ
導
る もの に限 る。） が原 則と して 主治医によ る医学
的管 理を 利用 する こと を前提 として 、現に利用 し
て いる 者の 数及 び居 宅要支 援者 の利用に関 する意
向を 勘案し て、量 の見込 みを定 めること 。

居 宅要 支援者 の要 支援 状態 区分 及び状 態像 に応
じて、 現に 利用 してい る者 の数及 び居宅要 支援者
の利 用に 関す る意向 を勘 案し て、量の 見込みを定
め ること 。

介護 予防福 祉用具 貸与

居宅 要 支援 者の要 支援 状態 区分及 び状 態像 に応
じ て、 現に利 用し てい る者 の数 及び居宅要支 援者
の利 用に関 する 意向 を勘 案し て、量の見 込みを定
める こと。

特 定介護 予防福 祉用具販
居 宅要 支援 者の 要支援 状態 区分 及び 状態 像に応
売
じ て、 現に 利用し てい る者 の数及 び居宅要支 援者

介護予 防福祉 用具貸 与

特定 介護予 防福祉 用具販
居宅 要 支援 者の 要支 援状態 区分 及び状 態像 に応
売
じて 、現 に利 用し てい る者 の数及び 居宅要支 援者
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介護 予防支 援

の利 用に関 する 意向 を勘 案し て、量の見 込みを定
める こと。
介 護予防 支援

の利 用に 関す る意向 を勘 案し て、量の 見込みを定
め ること 。

居 宅要 支援 者が 原則と して 利用 する こと を前提
とし て、 現に利 用し てい る者の 数及び居 宅要支援
者の 数を勘 案して 、量の 見込み を定め ること 。

七

居宅 要 支援 者及 び生 活支援 ・介 護予防 サー ビス
事 業対 象者 の数 と、現 に利 用し ている者の 数を勘
案して 、量の 見込み を定め ること 。
な お 、第 六期 期間 中に介 護予 防訪 問介護 及び 介
護予防 通所介 護が総 合事業 に移行す ること を留意
し、 量の見 込みを 定める こと。

介 護予防 認知症 対応型通
介 護予 防認知 症対 応型 通所 介護 は、 現に利 用し
所介護
て いる 者の 数、居 宅要 支援 者であっ て認知症 の状
態 にある もの の数及 びそ の地 域の利用 に関する 意
向 など その 地域の 実情 を勘 案して 、量の見 込みを
定め ること 。

介護 予防認 知症対応 型通所 介護及 び介護 予防小 規模多 機能型居 宅介護

介護予 防認知 症対応 型通
介護 予 防認 知症対 応型 通所 介護は 、現 に利 用し
所 介護
てい る者 の数 、居 宅要支 援者 であっ て認知症の 状
態に ある ものの 数及 びそ の地 域の利用に 関する意
向 な ど そ の 地 域 の 実 情 を 勘 案 し て、 量 の 見 込 み を
定める こと。

介護予 防小規 模多機 能型
介護 予防 小規 模多機 能型 居宅 介護 は、 現に利 用
居 宅介護
して いる 者の 数、居 宅要 支援 者の数及び 地域の利
用に 関する 意向 など その地 域の 実情を勘案 して、
量の 見込み を定め ること。

介護予 防認知 症対応 型通所 介護及 び介護予 防小規 模多機 能型居 宅介護

介 護予防 小規模 多機能 型
介 護 予防 小規 模多 機能型 居宅 介護 は、現 に利 用
居宅 介護
してい る者 の数 、居 宅要 支援者 の数及び 地域の利
用 に関 する 意向な どそ の地 域の 実情を勘案 して、
量の見 込みを 定める こと。

七

介 護 予防 認 知 症対 応 型 共同 生 活 介護及 び介 護予 防特 定施 設入 居者 生活 介

八

八 介護予 防認知 症対応型 共同生 活介護 及び介 護予防 特定施設 入居者 生活介
護

介 護予防 認知症 対応型共
介 護予 防認 知症対 応型 共同 生活 介護 は、現 に利
同生活 介護
用 して いる 者の数 、要 支援 者であ って認知症 の状
態 にある もの の数 及びそ の地 域の利用 に関する 意
向など その 地域 の実情 を勘 案して 、利用者 の数の
見込 みを定 めること 。

護
介護 予防認 知症対 応型共
介護 予 防認 知症 対応型 共同 生活 介護は 、現 に利
同 生活介 護
用し てい る者 の数 、要 支援者 であっ て認知症の 状
態に ある ものの 数及 びそ の地 域の利用 に関する意
向 など その地 域の 実情 を勘 案し て、利用者の 数の
見込み を定め ること 。

介 護予防 特定施 設入居者
介 護予 防特 定施 設入居 者生 活介 護は 、現 に利用
生活介 護
し てい る者 の数、 要支 援者 の数及 びその地域 の利

120

介護 予防特 定施設 入居者
介護 予 防特 定施 設入 居者生 活介 護は、 現に 利用
生 活介護
して いる 者の 数、 要支 援者 の数及び その地域 の利
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用に 関する 意向 など その 地域 の実情を勘 案して、
利用 者の数 の見込 みを定 めるこ と。

用に 関す る意 向など その 地域 の実情を 勘案して、
利 用者の 数の見 込みを 定めるこ と。

九 地 域密 着 型 介護 老 人福 祉 施 設入 所 者生 活介 護、 介護 福祉 施設 サー ビス 、
介 護保 健 施 設サ ー ビス 及 び 介護 療 養 施設 サ ー ビス 利 用者 の重度 者へ の重 点
化

医 療 療養 病 床 から 介 護保 険 施 設等 へ の転 換分 に係 る介 護給付 対象 サー ビ

地域 密着型 介護老 人福祉
平 成二 十六年 度に おい て地 域密着 型介 護老 人福
施設入 所者生活 介護
祉 施設 入所者 生活 介護 及び指 定施設 サービス等 を
介護 福祉施 設サー ビス
要介 護二以 上の 者が 利用す ると 見込み、当 該市町
介 護保健 施設サ ービス
村 におけ るそ れらの サー ビス の利用者 数の合計 数
介護療 養施設 サービ ス
（ 医療 療養 病床か ら介 護保 険施設 等への転 換に伴
う これ らの サービ スの 利用者 数の増 加分を除く 。
）の うち の要介 護四 及び五 の認 定者数の合 計数が
占 める割 合を 、七 十％以 上と すること を目標と し
たうえ で、 第五 期介護 保険 事業計 画期間（ 平成二
十四 年度 ～二 十六年 度） にお いては、 直近の現状
か ら平 成二 十六年 度の 目標 値とな るよう計画 的に
設定 され た数 値を標 準と して 、地域の実 情に応じ
て 定める こと。

十
ス

医療 療養病 床から介 護
医療 療養 病床 から介 護保 険施 設等 への 転換分 に
保 険施設 等への 転換分に 係 る 介 護 給 付 対 象 サ ー ビ ス に つ い て は 、 第 ５ 期 介
係る介 護給付 対象サー ビ 護 保 険 事 業 計 画 期 間 （ 平 成 二 十 四 年 度 ～ 二 十 六 年
ス
度） にお いて 介護保 険施 設等 への転換が 必要とな
る数 値を標 準と した上 で、 療養 病床に入院 してい
る高 齢者 の実 態及び 療養 病床 を有する 医療機関 の
介 護保 険施 設等へ の転 換の 予定等 を勘案して 、量
の見 込みを 定めるこ と。
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別表 第三

項

介護 給付等 対象サー ビ
ス 及び地 域支援 事業の量
の見込 みを定 めるに 当た
り 、要介 護者等 の数及び
介護予 防等事 業の対象 者
数の 見込み を定め る際に
参酌す べき標準

事

容

各 年 度に おいて 、介 護予 防事 業（介 護予 防・ 日
常生 活支 援総 合事業 を行 う場 合にあっ ては、介護
予 防・ 日常 生活支 援総 合事 業とす る。以下こ の別
表第 三で 「介 護予防 等事 業」 という。） 及び予防
給 付の 実施 状況及 び見 込ま れる効果 を勘案し て、
要介 護者 等の 数及び 介護 予防等 事業の対 象者数の
見 込みを 定めるこ と。

内
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別表第 四

一

老 人福祉 圏域の設 定
老 人 福祉 圏域の 設定 の趣 旨及び 内容 、各 圏域 の
状況 等を 定め ること 。こ の場 合におい て、隣接の
都 道府 県の 区域の 状況 を考 慮する 必要がある とき
は、 当該 都道 府県と の調 整の 経緯、当該 区域の状
況 等を盛 り込むこ と。

二 介 護給付 等対象サ ー
市 町 村介 護保険 事業 計画 を基 礎とし て、 各年 度
ビス の量の 見込み
の介 護専用 型特 定施設 入居 者生 活介護等に 係る必
要 利用 定員 総数、 介護 保険 施設の 種類ごとの 必要
入所 定員 総数 その他 の介 護給 付等対象サ ービスの
量 の見 込み を老人 福祉 圏域 ごとに、 及び都道 府県
全域 で定 めるこ と。 この 場合に おいては その算定
に 当たって の考え 方を示 すこと 。
また 、各 年度 の混合 型特 定施 設入 居者 生活 介護
の必 要利 用定 員総数 を老 人福 祉圏域ご とに、及 び
都 道府 県全 域で定 める 場合 におい ては、その 算定
に当 たって の考え方 を示す こと。
な お 、介 護専用 型特 定施 設入 居者生 活介 護等 に
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別 表第四 の二
事

項

容

係る 必要利 用定 員総数 及び 介護 保険施設に 係る必
要 入所定 員総 数には 、医 療療 養病床又 は指定介 護
療 養型 医療 施設が これ らの 事業を 行う施設 等へ転
換す る場 合に おける 当該 転換 に伴う利用 定員又は
入 所定員 の増加分 は含ま ないも のとす る。
さら に 、混合 型特 定施 設入居 者生 活介 護の 必要
利 用定 員総数 を定 める 場合に ついて も、医療療 養
病床 が混合 型特 定施 設に転 換す る場合にお ける当
該 転換に 伴う 利用定 員の 増加 分につい ては、混 合
型特定 施設 入居者 生活 介護 の必要 利用定員 総数に
含め ないも のとする 。

内

一 都道府 県介護 保険事
都 道府 県介護保険事 業支援計 画に係る法 令の根
業 支援計 画の基 本理念 拠 、 趣 旨 、 基 本 理 念 、 目 的 及 び 特 色 等 を 定 め る こ
等
と。

二 平成二 十六年 度目標
都 道府 県介護 保険 事業 支援 計画 の作成 に当 たっ
値の設 定
て は、 医療療 養病 床から 介護 保険施 設等への転 換
に伴 う地 域密 着型介 護老 人福 祉施設及 び介護保険
施 設の 入所 定員の 増加 分を 除き、 平成二十六 年度
の地 域密 着型 介護老 人福 祉施 設及び介護 保険施設
の 入所 定員 の合計 数の うち のユニッ ト型施設 の入
所定 員の 合計数 が占 める 割合を 、五十％ 以上（そ
の うち 地域密 着型 介護 老人福 祉施設 及び指定介 護
老人 福祉施 設の 入所定 員の 合計 数のうちの ユニッ
ト型 施設 の入 所定員 の合 計数 が占める 割合につ い
て は、 七十 ％以上 ）と する ことを 目標として 設定
する こと。
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被保 険者の 現状

三 都 道府県 介護保険 事
都道 府県介 護保険事業 支援計画の 作成に係 る都
業支 援計画 の作成の た 道 府 県 の 関 係 部 局 相 互 間 の 連 携 の 状 況 、 都 道 府 県
め の体制
介 護保険 事業 支援計 画作 成委 員会等の 開催の経 緯
、被 保険 者の 意見の 反映 のた めの措置の 内容、市
町 村との 連携の状 況等を 定める こと。
四

市 町村 介護 保険事 業計 画を 基礎として 、都道府
県介 護保険 事業 支援 計画作 成時 における人 口の構
造 、被保 険者 の数、 要介 護者 等の数等 を老人福 祉
圏域ご とに、及 び都道 府県全 域で定 めるこ と。
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五 各年 度にお ける被保
市町村 介護 保険事 業計 画を 基礎とし て、各年 度
険者の 状況の 見込み
に おけ る人口 の構 造、被 保険 者の数 、要介護者 等
の 数等 の見 込みを 老人 福祉圏 域ごと に、及び都 道
府県 全域 で定め るこ と。こ の場 合において は、そ
の算 定に当 たって の考え 方を示 すこと。

六 介護給 付等対 象サー
市 町村介 護保 険事 業計画 を基 礎として、 都道府
ビ スの現 状
県介 護保 険事 業支援 計画 作成時 における 介護給付
等対 象サ ービ スを提 供す るた めの施設の 定員の数
、 介護 給付 等対象 サー ビス に従事す る者の数 、介
護給 付等 対象サ ービ スの利 用の 状況等を 老人福祉
圏 域ご とに、 及び 都道府 県全 域で定 めること。 こ
の場合 にお いて は、都 道府 県介護 保険事業 支援計
画作 成時 にお ける介 護給 付等 対象サー ビスに係る
課 題の分 析及び 評価の 結果を 示すこと 。
七 介護 給付等 対象サー
ビスを 提供す るための
施設に おける 生活環境
の 改善を 図るため の事
業に関 する事 項

介護保 険施設そ の他の介護 給付等対 象サービス
を 提供す るた めの 施設の 整備 に関する 事項、ユ ニ
ッ ト型施 設の 整備 に係る 計画 に関する 事項及び 推
進のた めの 方策に 関す る事 項を定 めること 。この
場合 にお いて は、ユ ニッ ト型 施設への 改修を含め
た 広域的 な施 設の整 備に 係る 都道府県 の方針を 老
人 福祉圏 域ごと に示す こと。
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八 介 護サー ビス情報 の
事業 者が提 供する介護 サービスに 係る介護 サー
公表 に関す る事項
ビ ス情 報の 公表に 関す る実 施体制 の整備をは じめ
と する 介護 サービ ス情 報の 公表に 関する事 項を定
める こと。
九 介 護給付 等対象 サー
ビ ス、及 び地域 支援事
業に従 事する 者の確保
又は 資質の 向上に資 す
る事業 に関する 事項

介護 支援 専門員 その 他の 介護給 付等対象サ ービ
ス、及 び地 域支 援事業 に従 事する 者の確保 又は資
質の 向上 に資 する事 業に 関す る事項（ 介護支援専
門 員そ の他 の介護 給付 等対 象サー ビス及び地 域支
援事 業に 従事 する者 の見 込数 を含む。） を定める
こと 。
な お、 たん の吸引 等を 実施 する介 護職員等の 確保
又は 資質 の向 上に関 する 事項 についても 、地域の
実 情に応 じて定め ること 。

十 介護給 付対象 サービ
介 護保 険施 設に関 する 情報の 提供のた めの体制
スの円 滑な提 供を図る の 整 備 、 介 護 保 険 施 設 相 互 間 の 情 報 の 交 換 の た め
ため の事業 に関する 事 の 体 制 の 整 備 等 の 介 護 保 険 施 設 相 互 間 の 連 携 の 確
項
保に 関す る事 業その 他の 介護 給付等対 象サービス
の円 滑な 提供 を図る ため の事 業に関する 事項を定
め ること 。
なお 、介 護給付 等対 象サー ビス の適切な 利用を促
進 する 方策と して 、情報 の提 供並び に相談及び 援
助を適 切に 行う ことが でき る体制 の整備に 関する
事項 を盛り 込むこと 。

十一 予防 給付対 象サー
予防 給付 対象 サービ ス及 び地域 支援事業 の適切
ビ ス及び 地域支 援事業 な 利 用 の 促 進 の た め の 情 報 の 提 供 並 び に 相 談 及 び
の円滑 な提供 を図るた 援 助 を 適 切 に 行 う こ と が で き る 体 制 の 整 備 に 関 す
め の事業に 関する 事項 る事項 を盛り 込むこと 。

十二 介護 給付等 に要す
介 護給 付等に 要す る費 用の適 正化のた めの事業
る 費用の 適正化 に関す を 行 う 都 道 府 県 に あ っ て は 、 そ の 事 業 内 容 等 に つ
る事 項
い て定め ること 。
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十三 療養病 床の円滑 な
療養 病床 の円滑 な転 換を 促進する ため、療 養病
転換 を図る ための事 業 床 に 入 院 し て い る 患 者 、 住 民 及 び 医 療 機 関 等 へ の
に 関する 事項
情報 の提 供及 びこれ らの 者か らの相談へ の対応を
行う こと がで きる体 制の 整備 に関する事 項並びに
都 道府 県と して講 ずる 支援 措置に関 する事項 を盛
り込む こと。
こ の 場合 におい ては 、介護 施設 整備 法第 五条 に
規定 する市 町村 への 交付金 及び 高齢者医療 確保法
附 則第二 条に 規定す る病 床転 換助成事 業の活用 方
策を示 すこと。

十 四 財 政安定 化基金の
基金 の取り崩し た額を充 てて実施す る介護保 険
取崩し に関す る事項
に関 する事 業につ いて定 めるこ と。
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十五 都道府 県介護保 険
都道 府県 介護保 険事 業支 援計画 の作成の時 期を
事業 支援計 画の作 成の 定 めるこ と。
時期

十 六 都 道府県 介護保険
都道府 県介 護保 険事業 支援 計画の期 間を定め る
事業 支援計画 の期間
こ と。

十七 都道府 県介護保 険
各年 度に おける 市町 村介 護保険 事業計画の 達成
事業 支援計 画の達 成状 状 況 に 係 る 市 町 村 の 点 検 及 び 評 価 を 基 礎 と し て 、
況の点 検及び 評価
各年 度に おけ る都道 府県 介護 保険事業 支援計画の
達成 状況 を点 検及び 評価 する 方法等を 定めること
。

十 八 そ の他介 護保険事
介護保 険事業に 関する情報 の提供等 の介護保険
業に係 る保険 給付の円 事 業 の 趣 旨 の 普 及 啓 発 そ の 他 の 介 護 保 険 事 業 に 係
滑 な実施を 支援す るた る 保 険 給 付 の 円 滑 な 実 施 を 支 援 す る た め に 都 道 府
めに都 道府県 が必要と 県が 必要と 認める事 項を定 めるこ と。
認め る事項

別 表第五
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施設 におけ る生活環 境
平成 二 十六年 度の 地域 密着型 介護 老人 福祉 施設
の 改善に 係る参 酌すべ き 及 び 介 護 保 険 施 設 の 入 所 定 員 の 合 計 数 の う ち の ユ
標準
ニッ ト型施 設の 入所定 員の 合計 数が占める 割合を
、 50
％ 以上 （そのうち地 域密着型介 護老人福 祉施
設及 び指 定介 護老人 福祉 施設の 入所定員 の合計数
の うち のユニ ット 型施 設の入 所定員 の合計数が 占
める 割合に つい ては 、七十 ％以 上）とする ことを
目 標とし たう えで、 第四 期介 護保険事 業計画期 間
（平成 二十 一年度 ～二 十三 年度） において は、直
近の 現状 から 平成二 十六 年度 の目標値 となるよう
計 画的 に設 定され た数 値を 標準と して、地域 の実
情に応 じて定 めるこ と。

75

127

128

第６期 介護保険事業（支援）計画

基本指針（案）の構成

前文
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念
１ 介護給付等対象サービスの充実・強化
２ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
３ 介護予防の推進
４ 日常生活を支援する体制の整備
５ 高齢者の住まいの安定的な確保

二 認知症施策の推進
三 二千二十五年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けた目標
四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくり
五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上
六 介護サービス情報の公表
七 介護給付の適正化
八 市町村相互間の連携及び市町村と都道府県との間の連携

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項

第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項

一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項

１
２
３
４
６

１
２
３
４
６

基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化
平成三十七年度の推計及び第六期の目標
市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
要介護者等地域の実態の把握
５ 日常生活圏域の設定
他の計画との関係
７ その他

基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化
平成三十七年度の推計及び第六期の目標
都道府県介護保険事業支援計画の作成のための体制の整備
要介護者等の実態把握
５ 老人福祉圏域の設定
他の計画との関係
７ その他

二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項

二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項

１ 日常生活圏域
２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
３ 各年度における地域支援事業の量の見込み

１
２
３
４

三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項

三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項

１ 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必要な事項

１ 地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項
（一）在宅医療・介護連携の推進
（二）認知症施策の推進
（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
（四）介護予防の推進
（五）高齢者の居住安定に係る施策との連携
２ 介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に
関する事項
３ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
４ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項
５ 介護サービス情報の公表に関する事項
６ 介護給付の適正化に関する事項
７ 療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項

（一）在宅医療・介護連携の推進
（二）認知症施策の推進
（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
（四）高齢者の居住安定に係る施策との連携
２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
３ 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のための方策
４ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関する事項
５ 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関する事項
６ 市町村独自事業に関する事項
７ 介護給付の適正化に関する事項
８ 療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項

第四 指針の見直し
別表

老人福祉圏域
各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
老人福祉圏域を単位とする広域的調整
市町村介護保険事業計画との整合性の確保

