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介護保険部会（第72回）
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資料１

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
後 期高齢 者（七 十五歳以 上の高 齢者を いう。 以下同 じ。） は、現在 約千四 百
万人と なって おり、 さらに、 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。

旧

○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 全部を改 正する 件（平 成○○ 年厚生 労働省 告示第 ○○号 ）【新 旧対照条 文】

新

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 険制度は 、その 創設か ら十七 年が経 ち、サ ービス 利用者 は制度 創設
時の 三倍を 超え、 五百万 人に達 してお り、介護 サービ スの提 供事業 所数も 着
実 に増加 し、介 護が必 要な高 齢者の 生活の支 えとし て定着 、発展 してき てい
る。
そ の一方 、二千 二十五 年（平 成三十 七年）に はいわ ゆる団 塊世代 すべて が
七十五 歳以上 となる ほか、 二千四 十年（平 成五十 二年） にはい わゆる 団塊ジ
ュニ ア世代 が六十 五歳以 上にな るなど 、人口の 高齢化 は、今 後さら に進展 す
ること が見込 まれて いる。 一方、 七十五歳 以上人 口は、 都市部 では急 速に増
加し 、もと もと高 齢者人 口の多 い地方 でも緩や かに増 加する など、 各地域 の
状 況は異 なって くる。
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 深化・ 推進して いくこ とが重 要であ る。
こ のため 、二千 十四年 （平成 二十六 年）には 、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 たとこ ろであ 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 ことが 重要で 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
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ま た、二 千十七 年（平 成二十 九年） には、地 域包括 ケアシ ステム の強化 の
ための 介護保 険法等 の一部 を改正 する法律 （平成 二十九 年法律 第五十 二号）
に より、 地域包 括ケア システ ムの深 化・推進 及び介 護保険 制度の 持続可 能性
の確保 のため 、保険 者機能 の強化 等による 自立支 援・重 度化防 止に向 けた取
組の 推進、 医療・ 介護の 連携の 推進、 地域共生 社会の 実現に 向けた 取組の 推
進、現 役世代並 みの所 得のあ る者の 利用者 負担割 合の見 直し及 び介護 納付金
にお ける総 報酬割 の導入 等の措 置を講 ずること などの 介護保 険制度 の見直 し
が 行われ 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（平 成三
十 七年） におけ る目標 を示し た上で 、第七期 （平成 三十年 度から 平成三 十二
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。

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
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 付又は
予防給 付に係 る居宅 サービ ス等を いう。第 二の三 の４（ 一）及 び第三 の
二 の４を除 き、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 （以下 「地域 包括ケア システ ム」と いう。 ）の構 築に
努 めるこ とが重 要であ る。

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
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（ 平成三
十七年 ）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 みを目 指して いくこ とが重要 である 。

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
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 付又は
予防 給付に 係る居 宅サー ビス等 をいう 。第二 の三の４ （一） 及び第 三の
二の３ を除き 、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 （以下 「地域 包括ケ アシス テム」 という。 ）の構 築に
努める ことが 重要であ る。
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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。
また 、地域 共生社 会の実 現に向 けて、地 域包括 ケアシ ステム の強化 の
た めの介 護保険 法等の 一部を 改正する 法律に より社 会福祉 法（昭 和二十
六年法 律第四 十五号 ）が改 正され 、地域住 民と行 政など が協働 し、公 的
な 体制に よる支 援とあ いまっ て、地域 や個人 が抱え る生活 課題を 解決し
ていく ことが できる よう、 「我が 事・丸ご と」の 包括的 な支援 体制を 整
備す ること が市町 村の努 力義務 とされて いる。
地域包 括ケアシ ステム は、高 齢期に おける ケアが 念頭に 置かれ ている
が、 必要な 支援を 地域の 中で包 括的に提 供し、 地域で の自立 した生 活を
支 援する という 考え方 は、障 害者の地 域生活 への移 行や、 困難を 抱える
地域の 子ども や子育 て家庭 に対す る支援 等にも 応用す ること が可能な 概
念 である 。
地域共 生社会 の実現 に向け た「我が 事・丸 ごと」 の包括 的な支 援体制
の整 備は、 この地 域包括 ケアシ ステムの 「必要 な支援 を包括 的に提 供す
る」と いう考 え方を 障害者 や子ど も等への 支援に も広げ たもの である 。
これ により 、高齢 の親と 無職独 身の五十 代の子 どもが 同居し ている 世帯
、 育児と 介護に 同時に 直面す る世帯等 、課題 が複合 化して いて高 齢者に
対す る地域包 括ケア システ ムだけ では適 切な解 決策を 講じる ことが 難し
い ケース にも対 応でき るよう にするも のであ ること から、 地域包 括ケア
システ ムの強 化につ ながる ものと 考えられ る。
また 、地域 包括ケ アシス テムの 実現に 向けた 取組に おいて は、これ ま
でも、 生活支 援コー ディネ ーター （地域支 え合い 推進員 ）や協 議体が 中
心と なり、 サービ ス提供 者と利 用者とが 「支え る側」 と「支 えられ る側
」 という 画一的 な関係 性に陥 ることの ないよ う高齢 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 てきて いる
が 、地域 共生社 会は、 同様の 考え方を 発展さ せ、障 害者、 児童、 生活困
窮者等 を含む 地域の あらゆ る住民 が役割を 持ち、 支え合 いなが ら、自 分
ら しく活躍 できる コミュ ニティ を育成 し、公 的な福 祉サー ビスと 協働し
て、助 け合い ながら 暮らす ことの できる社 会とし て、そ の実現 を目指 す
もの である 。
１ 自立 支援、 介護予 防・重 度化防 止の推 進
介護 保険制 度は、 高齢者 がその有 する能 力に応 じ自立 した日 常生活
を 営むこ とがで きるよ うに支 援するこ とや、 要介護 状態又 は要支 援状

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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態（以 下「要 介護状 態等」 という。 ）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 を理念と してい る。
こ のため 、住民 や事業 者など 地域全 体への 自立支 援・介 護予防 に関
する 普及啓 発、介 護予防 の通い の場の充 実、リ ハビリ テーシ ョン専 門
職 種等と の連携 や口腔 機能向 上や低栄 養防止 に係る 活動の 推進、 地域
ケア会 議の多 職種連 携によ る取組 の推進、 地域包 括支援 センタ ーの強
化 など、 地域の 実態や 状況に 応じた様 々な取 組を行 うこと が重要 であ
る。
特に 、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 止の推 進に当 たって は、機 能回復 訓練等 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 ョンに 関する 専門的
な知 見を有 する者 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 が重要で ある。
２ 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 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 者の自立 と尊厳 を支え るケア 」を確 立す
ること が重要 である 。
そのた めに、 認知症 の人や 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 ス等の サービ スの提供 や在宅 と施設 の連携 等、地 域
に おける 継続的 な支援 体制の 整備を図 ること が重要 である 。
その際 、重度 の要介 護者、 単身又は 夫婦の みの高 齢者世 帯及び 認知
症 の人の増 加、働 きなが ら要介 護者等 を在宅 で介護 してい る家族 等の
就労継 続や負 担軽減 の必要 性等を踏 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 の普及 に当た っては 、要介 護者等を はじめ 地域の 住民や サービ ス
事 業所等 を含め た地域 全体に 対して理 解を図 ってい くこと が重要 であ

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 とが重 要であ る
。
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 等のサ ービス の提供 や在宅 と施設の 連携等 、
地域に おける継 続的な 支援体 制の整 備を図 ること が重要で ある。
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 等の普 及に
留意 するこ とが重要 である 。
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る。
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 。
３ 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 ことが 重要で あ
る。
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、 地域に おける在 宅医療 及び在 宅介護 の提供 に必要
な当 該提供 に携わ る者そ の他の 関係者の 連携（ 以下「 在宅医 療・介 護
連携」 という 。）を 推進す るための 体制の 整備を 図るこ とが重 要であ
る。
そ のため に、医 師、歯 科医師 、薬剤師 、看護 職員又 はリハ ビリテ ー
ショ ンの提供 に当た る理学 療法士 、作業 療法士 若しく は言語 聴覚士 、
管 理栄養 士、歯 科衛生 士等の 医療関係 職種と 社会福 祉士、 介護福 祉士
、介護 支援専 門員、 地域包 括支援セ ンター の職員 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 とが重 要である 。

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 が重要 であ
る。
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、 地域に おける 在宅医 療及び 在宅介 護の提 供に必 要
な 当該提 供に携 わる者 その他 の関係 者の連 携（以 下「在宅 医療・ 介護
連携 」とい う。）を 推進す るため の体制 の整備 を図るこ とが重 要であ
る。
そのた めに、 医師、 歯科医 師、薬 剤師、 看護師 又はリハ ビリテ ーシ
ョ ンの提 供に当た る理学 療法士 、作業 療法士 若しく は言語聴 覚士等 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 とが重 要であ る。

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 練等の 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 ョンに 関する 専門的 な知見 を有する 者を活 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
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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 の人の 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 除等
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） や協議 体によ る
地域の ニーズや 資源の 把握、 関係者 のネッ トワー ク化、 担い手 の養成
、資 源の創 出等を 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 ことが 重要で ある。
二 千十四 年（平 成二十 六年） の法改正 では、 要支援 者等の 多様な 生
活支援 ニーズ に対応 するた め、全国 一律の 予防給 付のう ち訪問 介護と
通所 介護に ついて 、地域 支援事 業に移行 し、二 千十八 年（平 成三十 年
）四月 より全 ての介 護予防 訪問介護 、介護 予防通 所介護 が介護 予防・
日常 生活支 援総合 事業（ 以下「 総合事業 」とい う。） へ移行 する。 市
町 村にお いては 、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 供等を 参考に 、地域支 援事業 の活用 はもち ろんの こと
、市町 村が行 う一般 施策等 も併せな がら積 極的に 取り組 むこと が重要
であ 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 護等の 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
N
P
O

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
とが 重要で ある。
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
除等 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 が重要で ある。
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 、
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 、要支援 者等の 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 等を参 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 が行う 一般施 策等も 併せな が
ら積極 的に取り 組むこ とが重 要であ 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、 介護等 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
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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 が重要
であ る。
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 等による 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 等にも留 意する ことが 重要で ある。
さらに 、今後 、高齢 者人口 や人口 構成の変 化に伴 い地域 ごとに 介護
需 要も異 なって くるこ とから 、医療及 び介護 の提供 体制の 整備を 、住
宅や居 住に係 る施策 との連 携も踏ま えつつ 、地域 ごとの 将来の 姿や課
題を 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 。
その 際には 、町内 会や自 治会等の 活動を 基盤と した既 存のコ ミュニ
テ ィを再 構築し ていく ことは もとより 、生活 支援コ ーディ ネータ ー（
地域支 え合い 推進員 ）の活 用や、
、ボラ ンティ ア団体 、民間 事
業 者等の 地域の 様々な 活動主 体との協 力によ って、 地域包 括ケア シス
テムを 構築し ていく ことが 重要であ る。
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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 が重要
で ある。
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 等によ る低廉 な家賃 の住まい の確保 や
、生活 支援体制 の確保 等にも 留意す ること が重要 である 。

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 知症の 人の意思 が尊重 され、 できる 限り住 み慣れ た地域の よい環 境
で 自分ら しく暮ら し続け ること ができ る社会 を目指 した取 組を進 めるこ
とが 重要であ る。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 知症であ る者を 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 ることが 重要で ある。
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 設置等の 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 が重要 である 。
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二 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（ 平成三 十七年） 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 実等地域 包括ケ アシス テムの 構築に 向けた
方策に 取り組 むこと が重要 である 。
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、 第六期 の達成 状況の 検証を 踏ま
え た上で 、第七 期の位 置付け 及び第七 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 ことが 重要で ある。
三 医療 計画と の整合 性の確 保
平成三 十年度 以降、 市町村 介護保険 事業計 画、都 道府県 介護保 険事業
支援 計画及 び医療 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。 ）の作 成・見 直しのサ イクル が一致 するこ ととな る
。病 床の機 能の分 化及び 連携の 推進によ る効率 的で質 の高い 医療提 供体
制 の構築 並びに 在宅医 療・介 護の充実 等の地 域包括 ケアシ ステム の構築
が一 体的に行 われる よう、 これら の計画 の整合 性を確 保する ことが 重要
で ある。 このた め、都 道府県 や市町村 の医療 ・介護 担当者 等の関 係者に
よる協 議の場 を開催 し、よ り緊密 な連携が 図られ るよう な体制 整備を 図
って いくこ とが重 要であ る。
当該協 議の場 におい ては、 例えば、 各都道 府県に おいて 地域医 療構想
（医 療法第 三十条 の四第 二項第 七号に規 定する 将来の 医療提 供体制 に関
す る構想 をいう 。以下 同じ。 ）が策定 されて いるこ とも踏 まえつ つ、病
床の 機能分 化・連 携に伴 い生じ る、在宅 医療等 の新た なサー ビス必 要量
に 関する 整合性 を確保 するこ とが重要 である ことか ら、都 道府県 介護保
険事業 支援計 画及び 市町村 介護保 険事業計 画にお いて掲 げる介 護のサ ー
ビ スの見込 量と、 医療計 画にお いて掲 げる在 宅医療 の整備 目標が 整合的
なもの となる よう、 必要な 事項に ついての 協議を 行うこ とが重 要であ る
。
四 地域 包括ケ アシス テムの 構築を 進める 地域づ くりと 地域ケア 会議・ 生
活支 援体制 整備の 推進
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

地域包 括ケアシ ステム の構築 を進め る地域 づくり

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（ 平成三 十七年 ）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 実等地 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 が重要 である 。
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 ることが 重要で ある。

四

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
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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 ること が重要 である。
こ のため 、地域 包括支 援セン ターに よる、 ①介護 支援専 門員個 人だけ
でな く、地 域住民 やサー ビス事 業所等に 対して 介護予 防や自 立支援 に関
す る理解 を促し 、地域 で適切 なケアマ ネジメ ントが 行われ る環境 を作る
こと、 ②地域 ケア会 議を開 催する ことを通 じて、 市町村 が、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 クの構 築を進 めるこ
とが重 要であ る。
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 、生活 支援コ ーディ ネータ ー（地 域支え 合い推 進員） や
協議 体が中 心とな り、サ ービス 提供者と 利用者 とが「 支える 側」と 「支
え られる 側」と いう画 一的な 関係性に 陥るこ とのな いよう 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 くりを市 町
村 が進め ていく ことが 重要で ある。
さらに 、住宅 や居住 に係る 施策との 連携も 踏まえ つつ、 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 。
こう して市 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 組むこ 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 つつ、 「介護 離職ゼ ロ」
の 実現に 向けた 介護サ ービス 基盤の 整備に 伴って 、二千 二十年代 初頭ま
でに 必要と なる人 材の確 保に向 け、地域 の関係 者とと もに、 介護の 仕事
の 魅力の 向上、 多様な 人材の 確保・育 成、生 産性の 向上を 通じた 労働負

I
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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 ることが 重要で ある。

9

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 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
むこと が重要 である。
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 者が、「 支える 側」と 「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 が重要 である 。
I
C
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担の軽 減を柱 とする 総合的 な取組 を推進す ること が重要 である 。
その 際には 、学卒 者・中 高年齢 者や他業 種から の新規 参入促 進の取 組
、 離職し た介護 福祉士 等の届 出制度 も活用 した潜 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 活用等 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、介 護ロボ
ットや
等の活 用も含 め、事 業主に よる雇 用環境改 善の取 組の促 進
・ 処遇改 善等に よる環 境改善 を一体的 に取り 組むこ とが重 要であ る。
また、 認知症 施策の 総合的 な推進に 当たっ ては、 第一の 七に掲 げる各
施策 の推進 に必要 な人材 育成の ための取 組を進 めるこ とが重 要であ る。
地域包 括支援セ ンター の職員 につい ては、 その業 務が適 切に実 施され
るよ う、地 域包括 支援セ ンター の評価の 結果に 基づき 、必要 な体制 を検
討 し、そ の確保 に取り 組むこ とが重要 である 。なお 、その 際、地 域包括
支援セ ンター 運営協 議会に おいて 検討を 行い、 市町村 は、地 域包括支 援
セ ンター 運営協 議会の 意見を 踏まえて 職員体 制の検 討を行 うこと が重要
である 。
さら に地域 支援事 業を充 実させ るため、 地域に おいて 生活支 援コー デ
ィネー ター（ 地域支 え合い 推進員 ）の養成 を進め ること が重要 である 。
この 場合、 市町村 におい ても、 都道府県 と連携 しなが ら、生 活支援 等
の 支え手 となる ボラン ティア 、
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 ことが 重要で ある。
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 。
生活支 援等の 担い手 につい 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、生 活支援 コーデ ィネー ター
（ 地域支 え合い 推進員 ）や協 議体が中 心とな り、サ ービス 提供者 と利用
者と が「支 える側 」と「 支えら れる側」 という 画一的 な関係 性に陥 るこ
と のない よう高 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 を市町 村が進 めていく ことが 重要で ある。
六 介護に取り組む家族等への支援の充実
介護保 険制度 が創設 された 大きな目 的の一 つは、 高齢者 の介護 を社会
全体 で支え 合う仕 組みを 設ける ことで、 家族に よる過 度な介 護負担 を軽
減 するこ とにあ った。
制度 の創設 とその 後の介 護サー ビスの充 実に伴 い、家 族の負 担は軽 減
さ れた面 もある が、今 なお、 介護サー ビスを 利用し ていな い場合 だけで
I
C
T

N
P
O

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 用等に 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 等によ る環境 改
善 を一体 的に取り 組むこ とが重 要であ る。
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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 ことが 重要であ る。

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 ことが 重要で ある。
こ の場合 、市町村 におい ても、 都道府 県と連 携しな がら、生 活支援 等
の 支え手 となるボ ランテ ィア、
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 が重要で ある。
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。

（新設 ）

N
P
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なく利 用して いる場 合でも 、多く の家族は 何らか の心理 的な負 担や孤 立
感を 感じて おり、 特に、 認知症 の人を介 護して いる家 族の場 合にこ の傾
向 が強い 。
また 、一億 総活躍 社会の 実現の 観点から 、①必 要な介 護サー ビスの 確
保 を図る ととも に、② 家族の 柔軟な働 き方の 確保、 働く家 族等に 対する
相談・ 支援の 充実を 図るこ とで、 働く人が 家族の 介護の ために 離職せ ざ
る を得な い状況 を防ぎ 、希望 する者が 働き続 けられ る社会 の実現 を目指
すこと とされ ている 。
こう した点 を踏ま え、現 在、各 市町村で 実施し ている 家族介 護支援 事
業に加 え、地域 包括支 援セン ターの 土日祝 日の開 所や、 電話等 による 相
談体 制の拡 充、地 域に出 向いた 相談会の 実施、 企業や 労働施 策担当 部門
と の連携 など、 地域の 実情を 踏まえ、 家族等 に対す る相談 ・支援 体制の
強化を 図るこ とが重 要であ る。
七 認知 症施策 の推進
今後増 加する ことが 見込ま れる認知 症の人 に適切 に対応 するた め、認
知症 施策推 進総合 戦略（ 以下「 新オレン ジプラ ン」と いう。 ）に沿 って
、認知 症の人 の意思 が尊重 され、 できる限 り住み 慣れた 地域の よい環 境
で自 分らし く暮ら し続け ること ができる 社会を 目指し た取組 として 、次
の １から ６まで のとお り、認 知症施策 を進め ること が重要 である 。
１ 認知症へ の理解 を深め るため の普及 ・啓発
認 知症サ ポータ ーの養 成や活 動の支援 など、 社会全 体で認 知症の 人
を支え る基盤 の整備 の取組 を推進す ること 。
２ 認知症 の容態 に応じ た適時 ・適切 な医療 ・介護 等の提 供
早期診 断・早 期対応 を軸と し、行動 ・心理 症状や 身体合 併症等 が見
られ た場合 にも、 医療機 関・介 護施設等 での対 応が固 定化さ れない よ
う に、退 院・退 所後も そのと きの容態 にもっ ともふ さわし い場所 で適
切な サービ スが提 供され る循環 型の仕組 みを構 築する ため、 必要な 医
療 ・介護 等が適 切に提 供され る体制整 備、医 療・介 護等に 携わる 人材
の認知 症対応 力向上 のため の取組を 推進す るとと もに、 全ての 市町村
に 設置され ている 認知症 初期集 中支援 チーム や認知 症地域 支援推 進員
につい て活用 を図り 、地域 の実情に 応じた 体制整 備を推 進する こと。
３ 若年性 認知症 施策の 強化
就 労支援 を含め た支援 等を行 う若年 性認知 症支援 コーデ ィネータ ー
を配 置する などに より、 若年性 認知症の 人の相 談支援 、関係 者の連 携
の ための 体制整 備、居 場所づ くり、就 労・社 会参加 支援等 の様々 な分
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野にわ たる支 援を総 合的に 講じてい くこと 。
４ 認知症 の人の 介護者 への支 援
地 域の実 情に応 じた認 知症カ フェ等 の設置 を推進 し、精 神的・ 身体
的負 担を軽 減する 観点か らの支 援や、介 護者の 生活と 介護の 両立を 支
援 する取 組を推 進する こと。
５ 認 知症の 人を含 む高齢 者にや さしい地 域づく り
地 域での 見守り の体制 整備を 進めると ともに 、成年 後見制 度の利 用
の促進 に関す る法律 （平成 二十八年 法律第 二十九 号。以 下「成 年後見
制度 利用促 進法」 という 。）に 基づく権 利擁護 の取組 の推進 、市民 後
見人の 育成・活 用、支 援体制 の整備 等を推 進する こと。
６ 認知症 の人や その家 族の視 点を重視
初 期段階 の認知 症の人 のニー ズ把握や 生きが い支援 など、 認知症 の
人やそ の家族 の視点 を重視 した取 組を進 めるこ と。
八 高齢 者虐待 の防止 等
高齢者 虐待に ついて は、高 齢者虐待 の防止 、高齢 者の養 護者に 対する
支援 等に関 する法 律（平 成十七 年法律第 百二十 四号。 以下「 高齢者 虐待
防止法 」とい う。） が施行 された 平成十八 年度以 降、増 加傾向 にあり 、
対策 が急務 となっ ている 。この ため、次 のよう な自治 体にお ける高 齢者
虐 待防止 の体制 整備が 重要で ある。
１ 広報・普 及啓発
高 齢者虐 待の対 応窓口 となる 部局（相 談通報 窓口） の住民 への周 知
徹底、 自治体 や地域 包括支 援センタ ー等の 関係者 への虐 待防止 に資す
る研 修の実 施、虐 待防止 に関す る制度 等につ いての 住民へ の啓発、 介
護事業 者等へ の高齢 者虐待 防止法等 につい ての周 知、自 治体独 自の対
応マ ニュア ル等の 作成 等
２ ネッ トワー ク構築
早期 発見・ 見守り 、保健 医療福祉 サービ スの介 入支援 、関係 機関介
入 支援等 を図る ための ネット ワークの 構築
３ 行 政機関 連携
成 年後見制 度の市 町村長 申立、 警察署 長に対 する援 助要請 等、措 置
を採る ために 必要な 居室の 確保等に 関する 関係行 政機関 等との 連携、
調整
４ 相談 ・支援
虐待 を行っ た養護 者に対 する相談 、指導 または 助言 等
ま た、発 生した 虐待の 要因等 を分析し 、再発 防止へ 取り組 むこと が重
（新設 ）

12

要であ る。
養護 者によ る高齢 者虐待 の主な 発生要因 につい ては、 「虐待 者の介 護
疲 れ・介 護スト レス」 「虐待 者の障 害・疾 病」と なって おり、 主たる養
護者 である 家族の 不安や 悩みを 聞き助言 等を行 う相談 機能の 強化・ 支援
体 制の充 実が求 められ ており 、地域の 実情を 踏まえ て取り 組むこ とが重
要であ る。ま た、養 介護施 設従事 者等によ る高齢 者虐待 の主な 発生要 因
に ついて は、「 教育知 識・介 護技術等 に関す る問題 」、「 職員の ストレ
スや感 情コン トロー ルの問 題」と なってお り、介 護事業 者等に 対して 、
養介 護施設 従事者 等への 研修や ストレス 対策を 適切に 行うよ う求め るこ
とが重 要である 。
九 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、厚 生労働 省が運用 してい る介護 サービ ス情報 公
表シス テム（ 以下「 情報公 表シス テム」と いう。 ）を通 じて、 各介護 事
業所 ・施設 の介護 サービ ス情報 を公表し ている が、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 とが重要 である 。
ま た、市 町村に おいて は、情 報公表シ ステム が、介 護が必 要にな った
場合に 適切な タイミ ングで 利用者 やその家 族等に 認知さ れるよ う、要 介
護認 定及び 要支援 認定の 結果通 知書に 当該シ ステム の
を記 載する
等周知 してい くとと もに、 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 いて主 体的に 情報収集 した上 で、情 報公表 システ ムを
活 用する 等、情 報公表 に努め ることが 重要で ある。 併せて 、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、 必
要 な報告の 拒否等 を行い 、都道 府県知 事から その報 告等を 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 等適切 な対応 を行う こと
が 重要で ある。
U
R
L

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 ことが 重要であ る。

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、必 要な報 告の拒 否等を 行い、 都道
府県知 事から その報 告等を 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 の停止等 適切な 対応を 行うこ とが重 要であ る。

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
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また 、利用 者のサ ービス の選択 の指標と して、 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、離 職率、 勤務時
間、シ フト体 制等と いった 介護従 事者に関 する情 報の公 表の推 進に努 め
る ことが 重要で ある。
十 効 果的・ 効率的 な介護 給付の 推進
団塊 世代が 七十五 歳以上 となる 二千二十 五年（ 平成三 十七年 ）や、 団
塊ジュ ニア世代 が六十 五歳以 上とな り、高 齢者数 がピー クを迎 える二 千
四十 二年（ 平成五 十四年 ）も見 据えつつ 、引き 続き、 高齢者 がその 有す
る 能力に 応じ自 立した 日常生 活を営む ことが できる よう支 援する ことや
、要介 護状態 等とな ること の予防 、要介 護状態 等の軽 減・悪 化の防止 と
い った制 度の理 念を堅 持し、 質が高く 必要な サービ スを提 供して いくと
同時に 、財源 と人材 とをよ り重点 的・効率 的に活 用する 仕組み を構築 す
るこ とによ り、制 度の持 続可能 性を確保 してい くこと が重要 である 。
効果的 ・効率 的な介 護給付 を推進す るため には、 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 が重要 であり 、これ により
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 た介
護 給付の 適正化 を図る ことが 、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 重要で ある。 都道府 県は、 市町村 等の関 係者から 幅広
く意見 及び事 情を聴 取し、 介護給 付の適正 化を推 進する ための 方策を 定
める ととも に、必 要に応 じて市 町村に対 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 が重要 である 。
ま た、市 町村は 、地域 の実情 やこれま での介 護給付 の適正 化の取 組を
踏まえ 、実施 する具 体的な 取組の 内容及び 実施方 法とそ の目標 等を定 め
る とともに 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 テム等 を活用 しながら 、都道 府県と 協力し て一層 の
推進 に取り 組むこ とが重 要であ る。

十一

七

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 が重要で ある。
ま た、利 用者のサ ービス の選択 の指標 として 、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 ことが 重要で ある。
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 が重要 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 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 が重要 である。

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 ム等を 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 とが重要 である 。
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
八
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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 実施等 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 設等へ 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 重要で ある。
また 、二千 十七年 （平成 二十九 年）の 法改正 では、 市町村 の保険者 機
能の強 化を図 るとと もに、 国と都 道府県に よる重 層的な 支援を 行うた め
、都 道府県 による 市町村 支援を 法律上に 位置づ け明確 にした ところ であ
る。
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
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 が重要 で
ある 。
十 二 市 町村相 互間の 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

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 実等地 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
とが重 要である 。
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 等地域包 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 施設等 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 が重要 である 。

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
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 が重要 で
あ る。
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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 や介護 予防
の 推進、 認知症 施策や 生活支 援・介 護予防 サービ スの充 実等地 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 が重要 である 。
十三 介護 保険制 度の立 案及び 運用に関 する
サイ クルの 推進
高齢者 の自立支 援や重 度化防 止の取 組を推 進する ために は、
サイ クルを 活用し て市町 村の保 険者機能 及び都 道府県 の保険 者支援 の機
能 を強化 してい くこと が重要 である。 このた め、二 千十七 年（平 成二十
九年） の法改 正によ り、市 町村及 び都道 府県が 、地域 課題を 分析し、 地
域 の実情 に則し て、高 齢者の 自立支援 や重度 化防止 の取組 に関す る目標
を計画 に記載 すると ともに 、目標 に対する 実績評 価及び 評価結 果の公 表
を行 うこと とされ た。併 せて、 当該実績 評価に ついて は、市 町村は 都道
府県に 結果を 報告す るとと もに、 都道府県 は管内 市町村 に係る 評価結 果
と併 せて厚 生労働 大臣に 結果を 報告する ことと された 。厚生 労働省 （地
方 厚生（ 支）局 を含む 。）に おいては 、こう した仕 組みも 活用し 、報告
され た市町村 、都道 府県に おける 実績評 価も含 む自治 体の取 組状況 を分
析 し、
サ イクル を通じ て、より 効果的 な市町 村及び 都道府 県に
対する 支援策 等を検 討し、 所要の 措置を講 じるこ ととす る。
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、施 策の達 成状況 の評価 等
今後 、大都 市やそ の周辺 都市、地 方都市 、中山 間地域 等、地 域によ
っ て高齢 化の状 況及び それに 伴う介護 需要も 異なっ てくる ことが 想定
される ため、 各市町 村にお いては、 それぞ れの地 域が目 指すべ き方向
性 を明確に し、地 域の特 性を活 かした 地域包 括ケア システ ムを深 化・
推進し ていく ことが 求めら れている 。
この ため、 保険者 である 市町村は 、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 ムの深 化・推 進のた めの地 域づくり の方向 性を勘 案して 、第一 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
P
D
C
A

P
D
C
A

P
D
C
A

市町村 介護保険 事業計 画の作 成に関 する事 項
市町村 介護保険 事業計 画の作 成に関 する基 本的事 項
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

（新設 ）

第二
一
１

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
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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 ことが 重要で ある。
具 体的に は、保 険者で ある市 町村に おいて は、① 各保険 者にお いて
、そ れぞれ の地域 の実態 把握・ 課題分析 を行い 、②実 態把握 ・課題 分
析 を踏ま え、地 域にお ける共 通の目標 を設定 し、関 係者間 で共有 する
ととも に、そ の達成 に向け た具体 的な計画 を作成 し、③ この計 画に基
づ き、地 域の介 護資源 の発掘 や基盤整 備、多 職種連 携の推 進、効 率的
なサー ビス提 供も含 め、自 立支援や 介護予 防に向 けた様 々な取 組を推
進し て、④ これら 様々な 取組の 実績を評 価した 上で、 計画に ついて 必
要な見 直しを行 う、と いう取 組を繰 り返し 行い保 険者機 能を強 化して
いく ことが 重要で ある。
ま た、こ の目標 及び施 策を地 域の実情 に即し た実効 性のあ る内容 の
ものと するた めには 、定期 的に施 策の実 施状況 や目標 の達成 状況に関
す る調査 、分析 及び評 価を行 い、その 結果に ついて 公表し 、地域 住民
等を含 めて周 知して いくこ とが重要 である 。
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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 とが重 要であ
る。

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
重要 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 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 が重要 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 とが重 要であ る。
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 すよう 努め
る ものと する。
(一)

２ 要介護 者等地 域の実 態の把 握
市町村 は、市町 村介護 保険事 業計画 の策定 にあた り、次 の取組 によ
り、 現状を もとに 将来の 人口構 造の変化 等によ り見込 んだサ ービス の
種 類ごと の量に 加え、 これに 施策を反 映する ため、 介護保 険事業 計画
作成委 員会等 の場に おいて 、地域 ケア会 議や生 活支援 コーデ ィネータ
ー （地域 支え合 い推進 員）及 び協議体 の活動 により 把握さ れた地 域課
題や に掲げ る調査 の結果 等にもと づき、 幅広い 地域の 関係者 におい
て十 分な議 論を行 い、議 論を通 じて地域 の関係 者の共 通理解 を形成 し
ながら 、市町 村介護 保険事 業計画を 作成す るよう に努め ること が重要
であ る。
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 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 よう努 めるもの とする 。
こ の場合 におい ては、 その算 定の考え 方を示 すこと が重要 である
とと もに、 医療保 険適用 の療養病 床（以 下「医 療療養 病床」 という
。 ）から の転換 による 影響も 勘案する ことが 必要で ある。
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 況等も 把握、 分析し 、計画 書の適 切な箇 所で示 す
ことが 望まし い。
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
(一)

(二)

(三)

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 とが重
要であ る。
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
が重要 である。
(二)

(一)
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て、介 護保険 事業状 況報告 、地域包 括ケア 「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、
要 介護認 定や一 人当た りの介 護給付 等状況 、施設 サービ スと居 宅サ
ービ スの割 合その 他の介 護保険事 業の実 態を他 の市町 村と比 較しつ
つ 分析を 行い、 それぞ れの地 域におけ る保険 給付の 動向や その特 徴
の把握 に努め るもの とする 。
二 千十七 年（平 成二十 九年）の 法改正 では、 こうし た観点 から、
国から 提供さ れたデ ータを 分析した 上で、 その結 果を勘 案して 、計
画を 作成す るよう 努める ものとさ れてい ること に留意 するこ と。
なお、 認知症ケ アパス を作成 の上、 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
の 人のサ 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 果を介 護保険
事業計 画作成 委員会 等の場 において 示すと ともに 、その 意見を 踏ま
えて 、介護 給付等 対象サ ービスの 種類ご との量 の見込 みを定 めるこ
と が重要 である 。
また 、第六期 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 第七期 市町村 介護保 険事業 計画の 作成に 活用する
ことが 重要で ある。
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「 各種調 査等」 という 。）を実 施する ものと する。 なお、 その
際 は、特に 、介護 予防・ 日常生 活圏域 ニーズ 調査を 活用す ること に
努める こと。
また 、要介 護状態 等にあ る家族を 介護す るため 離職す ること （以
下 「介護 離職」 という 。）を 防止す る観点 から、 働きな がら介護 に
取り 組む家 族等や 、今後 の仕事と 介護の 両立に 不安や 悩みを 持つ就
業 者の実 情等の 把握に 努める など調査 方法等 の工夫 を図る ことが 重
(三)
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要であ る。
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 の取組 等を盛 り込
むよ う努め るもの とする 。また、 都道府 県にお いては 、管内 市町村
や 広域連 合等に おいて 各種調 査等の実 施が円 滑に進 むよう 、必要 に
応じて 助言や 広域的 な支援 等を行 うことが 重要で ある。
さ らに、 これら の調査 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 況や働 きながら 介護に 取り組 む家族 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、介
護離職 の防止を 含む家 族等へ の支援 の観点 を踏ま えた介 護サー ビス
のあ り方等 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。
そ の際に は、市 町村介 護保険事 業計画 作成委 員会等 の場に おいて
、幅広 い関係 者と十 分に議 論するこ とが重 要であ る。
地域 ケア会 議等に おける 課題の 検討
市町村 は、地 域ケア 会議に おける個 別事例 の検討 におい て行う 課
題分 析やケ アマネ ジメン ト支援の 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、 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 検討す ること が重要 である 。さら
に 、生活 支援コ ーディ ネータ ー（地域 支え合 い推進 員）や 協議体 が
把握し ている 高齢者 の生活 支援等の ニーズ や各種 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 へ反映 させて いくなど
により 、具体 的な行 政施策 につなげ ていく ことが 望まし い。
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、 次に掲 げる体 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 者及び その家 族等をは 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 する。
ま た、関係 部局・ 課相互 間と連 携して 作成に 取り組 むため の体制 の
整備に 関する 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、 市町村 介護保 険事業 計画作 成委員会 や被保 険者等 の意見 を反映 さ
せ るため に講じ た措置 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 とが重 要である 。
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
(四)

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、次に 掲げる 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 とが必 要で
ある 。
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
が重 要であ る。

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
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り組ん だ場合 は、そ の趣旨 等を盛り 込むこ とが重 要であ る。
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 とが望 ましい 。具体 的には、 介護保 険担当 部局・ 課は、 障
害福祉 部局等 の民生 担当部 局、保 健医療担 当部局 、住宅 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、教 育担当 部
局、防 災担当 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 とが重 要であ る。
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 と等も 考えら れる。
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 の構築 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 とが重 要であ 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 者及び その家 族、費 用
負担関 係者等 の幅広 い関係 者の意見 を反映 するこ とが必 要であ る。
この ため、 こうし た幅広 い関係 者から 構成さ れる市 町村介 護保険事
業計画 作成委 員会等 を開催 して意見 集約を するこ とが重 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、 既存の 審議会
等 を活用 しても 差し支 えない 。
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 が
重要で ある。
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。

り組 んだ場 合は、そ の趣旨 等を盛 り込む ことが 重要であ る。
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 ことが望 ましい 。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 が重要 である。

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 と等も 考えら れる。
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 とが重 要であ 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。

(三)

(二)

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 が
重要 である 。
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。
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(一)

(二)

(一)

(三)

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 険者代 表者の 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 が重要で ある。
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 が重要で ある。
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 ることが 重要で ある。
また、 第一の 三を踏 まえ、 市町村介 護保険 事業計 画を策 定する に
当た っては 、都道 府県介 護保険 事業支援 計画だ けでな く、都 道府県
が定め る地域 医療構 想を含 む医療計 画との 整合性 を図る ことが 重要
であ り、協 議の場 での協 議等を通 して市 町村と 都道府 県との 間の連
携 を図る ことが 重要で ある。

(四)

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 代表者 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 とが重 要であ る。
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 とが重 要であ る。
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 が重要 である 。

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 るよう 努める ものと する。
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 とが重要 である 。
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（ 総合事 業に移 行する 前の介 護予防 等事業を 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 るよう 努める ものと する。
この 場合にお いては 、その 算定の 考え方 を示す ことが重 要であ る
と ともに 、医療保 険適用 の療養 病床（ 以下「 医療療養 病床」 という

(四)

(一)
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。）か らの転 換によ る影響 も勘案す ること が必要 である 。
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 状況等 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。
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
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 るもの とする。
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
とが 重要であ る。
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 が重要で ある。
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 るもの
とする 。
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 の取組等 を盛り 込
むよ う努める ものと する。
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
(二)
(三)
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４ 平成三 十七年 度の推 計及び 第七期の 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
重要 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

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 とが重
要であ る。
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
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 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 とが重 要であ る。
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 。
(四)
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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 重要で 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 ることが 重要で ある。
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 すよう 努め
るも のとす る。
そ の際に は、第 一の三 を踏まえ 、都道 府県が 定める 地域医 療構想
を含む 医療計 画との 整合性 を図る ことが 重要で ある。
第 七期の 目標
市町村 は、 の推計 を踏ま えて第七 期の保 険料を 定め、 地域包 括
ケア システ ムの深 化・推 進に向 けた第七 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 の第七 期の位 置づけ を明ら かに
する ととも に、第 七期の 具体的な 施策に より目 指す目 標を定 めるこ
と が重要 である 。
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
が 重要で ある。
５ 目 標の達 成状況 の点検 、調査 及び評価 等並び に公表
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 ことが 重要で ある。
この 場合に おいて は、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 が
重 要であ る。
特に、 二千十 七年（ 平成二 十九年） の法改 正では 、市町 村は、 各年
度 において 、市町 村介護 保険事 業計画 に被保 険者の 地域に おける 自立
した日 常生活 の支援 、要介 護状態等 となる ことの 予防又 は要介 護状態
等の 軽減若 しくは 悪化の 防止及 び介護給 付等に 要する 費用の 適正化 に
関 し、市 町村が 取り組 むべき 施策に 関する 事項及 び当該 施策に掲 げる
目標 に関す る事項 を記載 すると ともに、 施策の 実施状 況及び 目標の 達
成 状況に 関する 調査及 び分析 をし、市 町村介 護保険 事業計 画の実 績に
(一)
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(一)

(二)

関する 評価を 行い、 評価の 結果につ いて公 表する よう努 めるこ とが定
めら れた。
こ うした 評価を 踏まえ て、必 要があ ると認 められ るとき は、次 期市
町村 介護保 険事業 計画に 反映す るなど必 要な措 置を講 ずるこ とが重 要
で ある。
なお、 要支援 者等に 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 重要で あるこ と
。
６ 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。
また、 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 。
なお、 日常生 活圏域 の設定 について は、自 治会や 町内会 など既 存コ
ミュ ニティ の活動 にも配 慮して 定めるこ とが重 要であ る。
７ 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 祉法第 百七条第 一項に 規定す る市町 村地域 福祉計
画 をいう。 以下同 じ。） 、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 律第四条 の二第 一項に 規定す る市町 村高齢
者居 住安定 確保計 画とい う。以 下同じ。 ）、市 町村賃 貸住宅 供給促 進
計 画（住 宅確保 要配慮 者に対 する賃 貸住宅 の供給 の促進 に関する 法律
（平 成十九 年法律 第百十 二号） 第六条第 一項に 規定す る市町 村賃貸 住
宅 供給促 進計画 をいう 。以下 同じ。） 、市町 村障害 福祉計 画（障 害者

５ 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。

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
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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 。）、 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 。）又 は生涯 活躍の まち形 成事
業計画 （地域 再生法 （平成 十七年 法律第二 十四号 ）第十 七条の 十四第
一 項に規 定する 生涯活 躍のま ち形成事 業計画 をいう 。以下 同じ。 ）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
。
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 ことが 重要で ある。
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
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 等の公 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 。
特 に、要 介護者 等や世 帯が抱え る課題 は近年 複雑化 ・複合 化して
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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 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 が重要で ある。
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
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 業等の 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。
(一)

(二)

(三)

(一)

(二)

(三)

おり、 要介護 者等の 生活全 般の課題 を解決 するた めには 、障害 者そ
の他 の者の 福祉に 関する 施策との 有機的 な連携 を図る ことが 重要で
あ るとと もに、 地域の あらゆ る住民 が役割 を持ち 、支え 合いな がら
、自 分らし く活躍 できる コミュニ ティを 育成し 、公的 な福祉 サービ
ス と協働 して、 助け合 いなが ら暮らす ことの できる 地域共 生社会 を
実現す る必要 がある 。
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。
その際 、市町村 地域福 祉計画 は、地 域にお ける高 齢者、 障害者 、
児童 等の福 祉に関 し、共 通して取 り組む べき事 項を定 める計 画とし
て 位置づ けられ ている ことに 留意する 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 とし、 住宅
担当 部局を はじめ とした 関係部 局と連 携を図 るよう 努める こと。
また、 地域の 介護サ ービス 事業所等 との適 切な連 携を図 る観点 か
ら、 高齢者 に対す る賃貸 住宅及び 老人ホ ームが 供給さ れるに 当たっ
て は、市 町村の 介護事 業担当 部局にお いても 関与を 図るな ど、高 齢
者の 居住等 に関す る施策 にも積極 的に関 与する ことが 重要で ある。
市 町村賃 貸住宅 供給促 進計画と 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、 高齢者 等の住 宅確保 要配慮 者に対す る
賃貸 住宅の 供給の 目標等 を定める 市町村 賃貸住 宅供給 促進計 画と調
和 が保た れたも のとし 、住宅 担当部局 をはじ めとし た関係 部局と 連
(四)
(五)

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 。

（新 設）
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携を図 るよう 努める 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 とされ
て おり、 高齢の 障害者 が地域 生活へ移 行し、 並びに 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。 このため には高 齢者だ けにと どまら ず
、精神 障害に も対応 した地 域包括ケ アシス テムを 構築す る必要 があ
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 定め ら れ た、 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
けた地 域の体 制整備 等の取 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 取組等 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、 当
該計画 との調 和に配 慮する 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 とされ
ており 、高齢の 障害者 が地域 生活へ 移行し 、並び に地域 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。

(六)

(五)

(四)

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 等住民 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、 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
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(七)

(六)

８

生 涯活躍 のまち 形成事 業計画と の調和
生涯活 躍のま ち形成 事業を 実施する 市町村 は、生 涯活躍 のまち 形
成事 業計画 を作成 するこ ととされ ている 。当該 計画に は、介 護サー
ビス提 供体制の 確保の ための 施策等 を記載 するこ とがで きるこ とと
され ている ため、 当該計 画を定め る場合 には、 市町村 介護保 険事業
計 画との 調和に 配慮す 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 するよ う努め るもの とする 。
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 介護 雇
用 管理改 善等計 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 進並び に能力 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 えるよ う努め るもの とする。
その他
計 画期間 と作成 の時期
７
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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
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 ることが 望まし い。
（新 設）

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 るよう努 めるも のとす る。
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 る介護 雇
用管理 改善等 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 促進並 びに能力 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 よう努 めるもの とする 。
その 他
計画期 間と作成 の時期
(八)

(七)

(一)

(九)

(八)
(十)
(一)

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 七期市 町村介 護保険 事業計画 につい ては、 平成三 十年度 から平
成三十 二年度 までを 期間と して、 平成二十 九年度 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
、これ を都道府 県知事 に提出 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。 ）及び施 策の実 施状況 や目標 の達成 状
況の情 報の提 供に努 めるこ とが重要 である 。
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 団体等に 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 、その地 域の現 状や特 性、地 域が目 指
す方 向やその ための 取組に 対する 理解が 関係者 間で共 有でき るよう
、 当該計 画及び 各年度 におけ る当該計 画の達 成状況 などの 公表方 法
を工夫 しなが 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 ことが 重要であ
る。

(二)

N
P
O

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 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 。
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
、こ れを都 道府県 知事に 提出する 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 とが重要 である 。

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 団体等 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、 当該計 画の公 表方法 を工夫し 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 が重要 である 。
N
P
O

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 が重要 であ
る。
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 が重要 である 。
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
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(二)

(三)

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 。
１ 日 常生活 圏域
第 二の一 の６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
ス の給付 の実績 を分析 し、か つ、評価 するな ど第二 の一の ２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（総 合事業に 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 症の人 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 とが重 要である 。
各年 度にお ける介 護給付 対象サー ビス（ 介護給 付等対 象サー ビス
の うち介 護給付 に係る ものを いう。以 下同じ 。）の 種類ご との量 の
見込 み
イ 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
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 介護並 びに地 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 こと。 また、 その算 定に当た っての 考え方 を示す ことが 重要
で ある。
(一)

係者間 で議論し つつ、 評価し 、結果 を共有 してい くことが 重要で 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。
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
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（総 合事業 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 が重要 であ
る。
各 年度にお ける介 護給付 対象サ ービス （介護 給付等 対象サ ービス
のうち 介護給 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 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
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 活介護並 びに地 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 ること。 また、 その算 定に当 たって の考え 方を示す ことが 重要
である 。
(一)
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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 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 こと。 また、 その算 定に
当 たって の考え 方を示 すことが 重要で 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 。）、 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

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 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 ること 。また、 その算 定に
当たっ ての考 え方を 示すこ とが重 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。） 、平成二 十八年 四月一
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

33

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、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。
各年度 におけ る予防 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 。）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 ること 。また、 その算 定に当 たって の考え 方を
示 すこと が重要 である 。
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 こと。 また、 その算 定に当 たっ
て の考え 方を示 すこと が重要で ある。
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。
(一)

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
が 重要で ある。

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 めるこ と。ま た、そ の算定 に当たっ ての考 え方を 示すこ とが重 要で
ある。
こ の場合、 総合事 業につ いては 、次の とおり とする こと。

(二)

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、 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。
各年 度にお ける予 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。） 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 ること 。また 、その 算定に 当たって の考え 方を
示すこ とが重 要であ る。
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 ること 。また 、その算 定に当 たっ
ての考 え方を示 すこと が重要 である 。
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。
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 こと。ま た、そ の算定 に当た っての 考え方 を示すこ とが重 要で
ある 。
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 総合事業 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
が重要 である。
(二)

(一)
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４

総合事 業の量 の見込 み
各年 度にお ける総 合事業 の種類ご との量 の見込 みを定 めるこ と。
な お、総 合事業 は、第 六期が 実施の 猶予期 間であ ったた め、事 業実
績に 加え、 ガイド ライン を参考に しなが ら、従 前相当 のサー ビスと
多 様なサ ービス のそれ ぞれに ついて、 地域の ニーズ や資源 等の地 域
の実情 を踏ま えた必 要な量 を見込 む必要が あるこ 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
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 等も踏 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 練等
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 が重
要 である 。
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
ること 。また、 その算 定に当 たって の考え 方を示 すことが 重要で あ
る。
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 とが重
要であ る。
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 とが重 要であ る。
(二)

(一)
（ 新設）
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(一)
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 練等
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 が重
要で ある。
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
るこ と。ま た、そ の算定 に当た っての 考え方 を示す ことが 重要であ
る。
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 とが重
要 である 。
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 が重要 である 。
なお、 包括的 支援事 業の事 業量の見 込みに ついて は、第 一の五 の
地域 包括支 援セン ターの 必要な職 員体制 と密接 に関わ ること から、
そ れぞれ 留意す ること 。
被保険 者の地 域にお ける自 立した日 常生活 の支援 、要介 護状態 等と
な ること の予防 又は要 介護状 態等の軽 減若し くは悪 化の防 止及び 介護
(二)

給付等 に要す る費用 の適正 化への取 組及び 目標設 定
被保 険者の 地域に おける 自立した 日常生 活の支 援、要 介護状 態等
と なるこ との予 防又は 要介護 状態等 の軽減 若しく は悪化 の防止 への
取組 及び目 標設定
高 齢者が その有 する能 力に応じ て自立 した日 常生活 を営む ことが
できる ように 支援す ること や、要 介護状態 等とな ること の予防 、要
介 護状態 等の軽 減、悪 化の防 止といっ た介護 保険制 度の理 念を踏 ま
え、各 市町村 におい て、地 域の実情 に応じ て、具 体的な 取組を 進め
るこ とが極 めて重 要であ る。
こうし た観点か ら、二 千十七 年（平 成二十 九年） の法改 正にお い
ては 、市町 村介護 保険事 業計画の 基本的 記載事 項とし て、「 被保険
者 の地域 におけ る自立 した日 常生活の 支援、 要介護 状態等 となる こ
との予 防又は 要介護 状態等 の軽減 若しく は悪化 の防止 に関し 、市町
村 が取り 組むべ き施策 に関す る事項」 と「そ の目標 に関す る事項 」
が追加 された ところ である 。
高齢 者が地 域社会 におい て自立 した生活 を営む ために は、生 きが
いを持 って日 常生活 を過ご すことが 重要で ある。 具体的 には、 高齢
者が 趣味や 特技、 サーク ル活動等 を通じ て地域 社会と 交流で きる場
、 高齢者 がこれ までの 得た技 能や経験 を活か したボ ランテ ィア活 動
を通 じて、地 域や社 会を構 成する 一員と して社 会貢献 できる 場を提
供 するこ とが重 要であ る。こ れに当た り、高 齢者が 他の高 齢者の た
めの見 守り、 声かけ や食事 の提供等 の生活 支援サ ービス の担い 手と
なる ことで 、高齢 者の日 常生活 上の支 援体制 の充実 ・強化 と高齢者
の社会 参加の 推進を 一体的 に図り、 要介護 状態等 になる ことを でき
る限 り予防 するこ とが重 要である 。
ま た、高 齢者が 要介護 状態等 になった 場合で あって も、生 きがい
を持 って日 常生活 を過ご し、住み 慣れた 地域で 安心し て生活 を継続
す るため には、 その者 の尊厳 を保持し 、その 有する 能力に 応じた 自
立した 日常生 活を営 むこと ができる よう、 適切に 支援す ること が重
要 である。 具体的 には、 地域住 民、生 活支援 コーデ ィネー ター（ 地
域支え 合い推 進員） 、
、ボラン ティア や民間 事業者 等の地 域
の様 々な活 動主体 、専門 的知見を 有する 専門職 等との 協力や 専門家
に より、 高齢者 の要介 護状態 や生き がい、 生活歴 、生活 状況等を 的
確に 把握し 、要介 護状態 等に応じ て個人 と環境 に働き かけ、 本人の
意 欲を高 める支 援を提 供する ことが重 要であ る。
(一)

N
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例えば 、①地 域住民 、介護 支援専門 員、地 域包括 支援セ ンター や
介護 サービ ス事業 者等に 対する⑴ 介護保 険の理 念や保 険者と して取
り 組むべ き基本 方針等 の周知 、⑵介 護予防 や重度 化防止 に関す る啓
発普 及、⑶ 研修、 説明会 、勉強会 等の実 施とい った、 地域で 目指す
べ き方向 性につ いての 考え方 の共有に 関する 取組、 ②高齢 者自身 が
担い手 として 活動す る場を 含む、 住民主体 の通い の場等 の創出 や、
こ れらの 担い手 の養成 、③多 職種が連 携した 地域ケ ア会議 の定期 的
な開催 による ⑴個別 課題の 解決、⑵ 地域に おける ネット ワーク の構
築、 ⑶地域 課題の 発見、 ⑷地域づ くりや 資源開 発、⑸ 政策の 形成、
④生活 支援コー ディネ ーター （地域 支え合 い推進 員）や 協議体 の活
動に よる⑴ 地域の 課題や 資源の把 握、⑵ 関係者 のネッ トワー ク化、
⑶ 身近な 地域に おける 社会資 源の確保 や創出 とこれ らの担 い手の 養
成、と いった 取組が 考えら れる。 これら に限ら ず、地 域の実 情に応
じ て多様 な取組 を構想 し、そ の取組内 容と目 標につ いて介 護保険 事
業計画 に盛り 込むこ と。
当該 目標に ついて は、こ れまで の取組を さらに 推進す るもの とな
るよう 、第六 期市町 村介護 保険事業 計画に おける 取組の 実績を 踏ま
える ととも に、保 険者の 様々な取 組の達 成状況 を評価 できる よう、
数 値目標 等の客 観的な 目標を 設定する ように 努める こと。
なお 、こうし た取組 は、適 切なサ ービス の利用 の阻害 につな がら
な いこと が大前 提であ ること に留意す る必要 がある 。
介護給 付等に 要する 費用の 適正化へ の取組 及び目 標設定
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 ことが重 要であ る。
こ のため 、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 要五事 業、あ るいは 地域の 実
情に応 じて介 護給付 の適正 化に資す る多様 な取組 を構想 し、そ の取
組 内容と目 標につ いて市 町村介 護保険 事業計 画に盛 り込む こと。
また、 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 、
(二)
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都道府 県を通 じて国 保連合 会への委 託も検 討する ことが 重要で ある
。
な お、介 護給付 の適正 化につ いては 、実施 する具 体的な 適正化 事
業の 内容及 び実施 方法と その目標 等を定 めるこ ととす るが、 市町村
介 護給付 適正化 計画を 別に策 定するこ とでも 、差し 支えな い。こ の
場合、 適正化 計画を 別に定 める旨 記載し、 市町村 介護保 険事業 計画
と 整合の 図られ たもの とする こと。
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 よう努 め
る事項 は、第二 の一（ ５及び ６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 重点的 に取り 組むこ とが必 要な事
項
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 るよう 努めるも のとす る。
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、住 宅や居 住に係 る
施 策との 連携も 踏まえ つつ、 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 重要で ある。
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 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 ことが
重 要であ 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 を計画 的かつ 効果的に 推進す るため 以下の 事業内 容に関
し 具体的 な実施 時期等 を定め ることが 重要で ある。

ロ

な お、市町 村は、 地域住 民に対 して、 医療・ 介護サ ービス につい
て理解 を深め てもら えるよ う、的確 な情報 提供及 びわか りやす く丁
寧な 説明を 行って 行くこ とが重要 である 。
イ 地域 におけ る在宅 医療及 び介護 に関す る情報 の収集 、整理及 び
活用 を行う 事業
医療 関係者 及び介 護サー ビス事業 者その 他の関 係者（ 以下「 医

(一)

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 るよう 努め
る事 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 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
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 めるよ う努め るもの とする 。
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 重要で ある。

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
こ とが重 要である 。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 携を計 画的か つ効果 的に推 進する ため以下 の事業 内
容に関 し具体的 な実施 時期等 を定め ること が重要 である 。

ロ

イ 地域にお ける在 宅医療 及び介 護に関 する情 報の収集 、整理 及び
活 用を行う 事業
医 療関係者 及び介 護サー ビス事 業者そ の他の 関係者 （以下 「医

(一)
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ハ

イ
ロ

(二)

市民 後見人の 育成、 支援組 織の体 制整備
認 知症サポ ーター の養成 及び普 及その 他市町 村が行 う認知 症の

認 知症ケア の向上 のため の取組

認知 症初期集 中支援 チーム の設置
認 知症地域 支援推 進員の 設置

療・ 介護関係 者」と いう。 ）によ り構成 される 会議の開 催等を 通
じ て 、 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 に関 す る 課題 の 把 握及 び そ の解 決 に
資す る必要な 施策を 検討す る事業
ハ 医療 ・介護関 係者と 共同し て、在 宅医療 及び在宅 介護が 円滑に
提供さ れる仕組 みの構 築に向 けた具 体的な 方策を 企画及 び立案 し
、当 該方策 を他の 医療・ 介護関 係者に 周知す る事業
ニ 医 療・介護 関係者 間の情 報の共 有を支 援する 事業
ホ 地域の医 療・介 護関係 者から の在宅 医療・ 介護連携 に関す る相
談 に応じ 、必要 な情報 の提供 及び助 言その 他必要な 援助を 行う事
業
ヘ 医療 ・介護関 係者に 対して 、在宅 医療・ 介護連携 のため に必要
な知識 の習得 や当該 知識の向 上のた めに必 要な研 修を行 う事業
ト 在宅 医療・介 護連携 に関す る地域 住民の 理解を深 めるた めの普
及啓発 を行う事 業
チ 他の市町 村との 広域的 な連携 に資す る事業
認 知症施 策の推 進
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 とが重要 である 。

ニ
ホ

療・介 護関係 者」と いう。 ）により 構成さ れる会 議の開 催等を 通
じて 、在宅 医療・ 介護連 携に関す る課題 の把握 及びそ の解決 に資
す る必要 な施策 を検討 する事 業
ハ 医療・ 介護関 係者と 共同して 、在宅 医療及 び在宅 介護が 円滑に
提 供され る仕組 みの構 築に向け た具体 的な方 策を企 画及び 立案し
、当該 方策を 他の医 療・介 護関係 者に周知 する事 業
ニ 医療 ・介護 関係者 間の情 報の共有 を支援 する事 業
ホ 地 域 の 医 療 ・介 護 関 係者 か らの 在 宅 医療 ・ 介 護連 携 に 関す る 相
談 に 応 じ 、 必 要 な 情 報 の 提 供 及び 助 言 その 他 必 要な 援 助 を行 う 事
業
ヘ 医療・ 介護関 係者に 対して、 在宅医 療・介 護連携 のため に必要
な 知識の 習得や 当該知 識の向上 のため に必要 な研修 を行う 事業
ト 在 宅医療 ・介護 連携に 関する 地域住 民の理 解を深 めるた めの普
及 啓発を 行う事 業
チ 他 の市町 村との 広域的 な連携に 資する 事業
認知 症施策 の推進
市町村 は、新 オレン ジプラ ンに基づ き、認 知症の 容態の 変化に 応
じて 、適時 ・適切 に切れ 目なく保 健医療 サービ ス及び 福祉サ ービス
が 提供さ れる循 環型の 仕組み が構築さ れるよ う、医 療や介 護に携 わ
る者 の認知症 対応力 の向上 のため の取組 や、こ れらの 者に対 して指
導 助言等 を行う 者の育 成のた めの取組 を進め ること が重要 である 。
認知症 の人を 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 ことが 重要で
あ る。
イ 認知症 初期集 中支援 チームの 運営・ 活用の 推進
ロ 認 知 症 地 域 支 援 推進 員 の 活動 の 推進 （ 認 知症 ケ ア パス の 作 成・
普及、 認知症 カフェ の設置 の推進、 関係機 関との 連携等 ）
ハ 成 年 後 見 制 度 利 用促 進 法 や成 年 後見 制 度 利用 促 進 基本 計 画 （成
年 後 見 制 度 利 用促 進 法 第 十 二 条 第 一項 に 規 定す る 成 年後 見 制 度利
用 促 進 基 本 計 画 を い う 。 以 下 同じ 。 ） に基 づ く 権利 擁 護 の取 組 の
推 進、市 民後見 人の育 成・活 用、支 援組織 の体制 整備
地域の 見守り ネット ワークの 構築
認 知 症 サ ポ ー タ ーの 養 成 と活 用 その 他 市 町村 が 行 う認 知 症 の人
ニ
ホ
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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 帯等支 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・ 掃除等 の家事 支援等 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 に地域 のニー ズや
資源 の把握 を行っ た上で 、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 ること が重要 である と
ともに 、ガイ ドライ ンを参 照しな がら、 今後充 実を図 る
、民
間 企業、 協同組 合、ボ ランテ ィア等多 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 ことが 重要で ある
。
なお、 地域に おける サービ スは、地 域のニ ーズや 資源に 基づい て
創出 するも のであ り、サ ービスの 創出自 体が目 的では なく、 地域の
ニ ーズ等 を十分 に把握 しない ままに創 出され たサー ビスは 、地域 の
実情 に沿わな いもの となっ てしま う恐れ がある ことに 留意の 上、地
域 の関係 者との 協議を 重ねつ つ検討を 行うこ とが重 要であ る。
また、 生活支 援・介 護予防 サービス の充実 におい ては、 高齢者 の
社会 参加や 社会的 役割を 持つこ とが、 高齢者 の生き がいや 介護予防
に繋が るとい う観点 から、 高齢者等 の地域 住民の 力を活 用する こと
が重 要であ る。こ のため 、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）や 協議体 により 、地域 におけ る
課題 や資源 を把握 し、こ れを踏ま えて、 以下の 取組を 進める ことが
重 要であ る。
イ 高 齢者等 を支援 の担い 手になる よう養 成し、 活動の 場を確 保す
る などの資 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、 食事の 提供を通 じて子 供に安 心でき る居場 所
(三)

N
P
O

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 世帯等 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 ・掃除等 の家事 支援等 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
めるこ とが重 要であ 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
、民間 企業、 協同組 合、ボ ランテ ィア等 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 ることが 重要で ある。
N
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イ 高齢者 等を支 援の担 い手に なるよ う養成 し、活動 の場を 確保す
るなど の資源開 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
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を提供 するい わゆる 子ども 食堂など の民間 の活力 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 ること が重要 である 。
地域 ケア会 議の推 進
地 域包括 ケアシ ステム の構築を 進める に当た っては 、民生 委員や
自治会 等の地 域の支 援者・ 団体や 、専門的 視点を 有する 多職種 を交
え 、「個 別課題 の解決 」「地 域包括支 援ネッ トワー クの構 築」「 地
域課題 の発見 」「地 域づく り、資源 開発」 「政策 の形成 」の５ つの
機能 を有す る地域 ケア会 議により 、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 同時に 図って いくこ とが重 要で
ある 。
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、 適切な サービ スにつ ながっ ていな い高齢 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 トを、 地域で活 動する 介護支 援専門 員が推
進でき るよう 支援す ること が重要で ある。 さらに 、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 発生や 重度化す ること の予防 に取り 組むと と
もに 、多職種 協働に よるネ 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
が重要 である 。
なお 、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 担すると ともに 、市町 村は地 域包括 支援
セン ターが 抽出し た地域 課題を随 時受け 付ける 窓口を 明確に し、地
域 課題解 決のた めの検 討につ なげてい く体制 を整え ること や、医 療
と介 護の関 係者の 連携の 推進によ り、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。
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 等のサ 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
(四)
(五)
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れる ため、幅 広い視 点から 取組を 整理し た上で 記載する ことが 重要
で ある。
（新設 ）

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 護等のサ 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
(四)

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 等につ いて、 必要に応 じて都 道府県 と連携 を図り 定める
こ とが重 要であ る。
また、 今後、 生活困 窮者や 社会的 に孤立す る高齢 者等多 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 ことが 重
要であ る。
さら に、居 住支援 協議会 等の場 を活用す ること により 、適切 な入
居支援 と入居 後の生 活支援 の体制を 整備し つつ、 低廉な 家賃の 住ま
いを 活用し た高齢 者の居 住の確保 を図る ことも 重要で ある。
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
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 こと等、 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 るよう 努める ものと する。
また、 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「 定期巡回 ・随時 対応型 訪問介 護看護 等
」 という 。）、 特定施 設など の各種介 護サー ビスに ついて 、ニー ズを
反映 した的 確なサ ービス 量の見 込み及び 見込量 確保の ための 方策を 示
す ことが 重要で ある。
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 とが重 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
(一)
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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 標等につ いて、 必要に 応じて 都道府 県と連携 を図り 定める
ことが 重要であ る。
また 、今後 、生活 困窮者 や社会 的に孤 立する 高齢者等 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 ことが 重
要で ある。

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
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 こと等 、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 めるよ う努め るものと する。

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 とが重 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
(一)

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
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 する等 の措置を 講ずる ものと する。 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 及び協 議によ 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 護等に 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（ 以下「 公募指 定」と いう。 ）
を行う ことが でき、 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、訪 問介護 、通所
介護又 は短期 入所生 活介護 が市町村 介護保 険事業 計画に 定める 見込
量に 達して いると き等に 、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、通 所介護 若しく は短期 入
所生 活介護の 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。
また、 市町村 は、定 期巡回 ・随時対 応型訪 問介護 看護等 を普及 さ
せる 観点か ら、地 域密着 型通所 介護が 市町村 介護保 険事業 計画で定
める見 込量に 達して いると き等に、 事業所 の指定 をしな いこと がで
きる 。
な お、こ の公募 指定や 協議、 地域密着 型通所 介護を 指定し ないこ
とが できる 仕組み 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、 地域密 着型通 所介護 を指定 しない ことが で
きる仕 組みを 活用す ること が必要で ある。 また、 こうし た制度 を活
用し ながら 、保険 者であ る市町村 が、そ の地域 におけ る介護 給付等
の 状況や 要介護 認定者 数の状 況、高 齢者の ニーズ 等を踏 まえ、提 供
して いくべ きサー ビスの 種類や量 につい て定め る市町 村介護 保険事
業 計画に 沿って 、地域 のサー ビス提供 体制を 構築す ること が重要 で
(二)

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
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 する等 の措置 を講ず るもの とする。 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「 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（ 以下「 公募指 定」と いう。 ）を行 うこと ができ、 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 。

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。

(二)
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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。
都 道府県 が行う 事業者 の指定へ の関与
市町村 は、法 の規定 に基づ き、都 道府県に 対して 、居宅 サービ ス
事 業者及 び介護 予防サ ービス 事業者の 指定に ついて 事前に 通知す る
よう求 めるこ とがで きる。 また、市 町村は 、当該 通知を 受けた とき
は、 都道府 県知事 に対し 、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 を申し 出るこ とがで きる。
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
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。
人材 の確保 及び資 質の向 上
介護保 険事業 の運営 主体で ある市町 村は、 二千二 十五年 （平成 三
十七 年）を 見据え て、第 七期に必 要とな るサー ビスの 種類ご との量
の 見込み 等を定 めると ともに 、それら を基に サービ スを提 供する た
めに 必要とな る介護 人材の 数等を 推計す ること が重要 である 。
ま た、市 町村に おいて も、必要 となる 介護人 材の確 保に向 け、介
護の仕 事の魅 力の向 上、多 様な人材 の確保 ・育成 、生産 性の向 上を
通じ た労働 負担の 軽減を 柱とす る総合 的な取 組を推 進する ことが重
要であ る。
加え て、市 町村は 、必要 な介護サ ービス の提供 を確保 するた め、
国 や都道 府県と 連携し 、介護 サービス 従事者 に対す る相談 体制の 確
立、 介護サ ービス 事業所 や医療・ 介護関 係団体 等の連 携・協 力体制
の 構築、 ボラン ティア 活動の 振興や普 及啓発 活動等 を通じ て地域 の
特色を 踏まえ た人材 の確保 及び資質 の向上 に取り 組んで 行くこ とが
重 要である 。
生活支 援等の 担い手 につい 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 、生活 支援コ ーディ
ネ ーター （地域 支え合 い推進 員）や 協議体 が中心 となり 、サービ ス
提供 者と利 用者と が「支 える側」 と「支 えられ る側」 という 画一的
な 関係性 に陥る ことの ないよ う高齢者 の社会 参加等 を進め 、世代 を

44

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 。
（新 設）

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
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。
（新設 ）
(三)

(三)
(四)
(五)

超えて 地域住 民が共 に支え 合う地域 づくり を市町 村が進 めてい くこ
とが 重要で ある。
な お、都 道府県 は、市 町村が 取り組 む人材 の確保 及び資 質の向 上
につ いて、 積極的 に支援 すること 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 めるよ う努め るもの とする 。
なお 、総合 事業の サービ ス単価に ついて は、専 門的サ ービス であ
る か等を 踏まえ て、地 域の実 情に応じ 、ふさ わしい 単価を 定める 必
要があ るが、 サービ ス単価 の設定 の際に は、サ ービス 事業者 をはじ
め とした 関係機 関と十 分な協 議を重ね る等に より、 地域に おいて 必
要とさ れるサ ービス が確実 に確保さ れるよ う考慮 するこ と等が 重要
であ る。
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 事業の多 様なサ ービス の見込 量の確 保につ いては 、生活 支援
コ ーディ ネータ ー（地 域支え 合い推進 員）や 協議体 を通じ た取組 に
より把 握され た地域 のニー ズや資源 を踏ま えて、 具体的 に定め るこ
とが 重要で ある。
また、 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 こと等 、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 よう努 めるも のとす る。
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 十分活 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 が重要 である。
加え て、訪 問型サ ービス 等の総合 事業の 見込量 の確保 のため には
、 担い手 の確保 に関す る取組 を進め ること が重要 である 。
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

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 よう努 めるも のとする 。

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 ること等 、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 めるよ う努め るもの とする。
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 を十分 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 が重要 である 。

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

N
P
O
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(一)

(二)

(三)

(一)

(二)

(三)

N
P
O

地域実 情に合 わせた 地域包 括ケアシ ステム の深化 ・推進 に関し て
効果 的な取 組を進 めるた め、地域 支援事 業の評 価を行 い、評 価に基
づ く事業 方針や 目標を 定める ことが 重要で ある。
また 、市町 村は、 各年度 において 、総合 事業（ 一般介 護予防 事業
に 係るも のに限 る。） 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 重要で 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 ること が重要 である 。
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。
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「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 スをい う。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 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 るよ
う努 めるも のとす る。
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 むことが 重要で ある。

市 町村は、 各年度 におい て、総 合事業 （一般 介護予防 事業に 係る
ものに 限る。） 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 が重要 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 するこ とが重 要であ る。
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。
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 「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 ビスを いう。 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 るよ
う 努める ものと する。
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 が重要 である 。

(一)
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(四)

(一)

(四)

(一)

(一)

また、 利用者 の疑問 、不満 、不安等 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、 受入れ 事業者
数 の目標 を定め ること が望ま しい。
総合 事業
個 別のケ アマネ ジメン トを行う 地域包 括支援 センタ ーや介 護支援
専門員 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 るよう 努めるも のとす る。
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 ことが重 要であ る。
地 域包括 支援セ ンター の設置、 適切な 運営及 び評価
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 ことが 重要で ある。
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 量及び 業務内 容に応
じ た適切 な人員 配置、 ②地域 包括支援 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、 ③
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
が重要 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 、業務
に関す る評価 の結果 等を勘 案し、業 務量に 見合っ た人員 体制を 確保
する こと。 また、 保健師 に準ずる 者、社 会福祉 士に準 ずる者 又は主
任 介護支 援専門 員に準 ずる者 を配置 してい る場合 には、 それぞれ 、
保健 師、社 会福祉 士又は 主任介護 支援専 門員の 配置に 取り組 むこと
。
(二)
(三)

P
D
C
A

N
P
O

また 、利用者 の疑問 、不満 、不安 等を解 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 ター等 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 よう努 めるも のとす る。
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 が重要で ある。
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 が重要で ある。
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地 域包括 支援セ 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、 ③
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 ことが重 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。
(二)
(三)
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②につ いては 、包括 的支援 事業を委 託され た者が 設置し た地域 包
括支 援セン ター等 に対す る運営方 針につ いて、 それぞ れの地 域包括
支 援セン 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、地 域包括 支援セ 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 たす地 域包括 支援セ ンターや 、特定 の分野 （認知 症等
） の機能 を強化 し、近 隣の地 域包括支 援セン ターの 後方支 援を担 う
機能強 化型の 地域包 括支援 センター の位置 付け等 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、地 域
包括 支援セ 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。 ま
た、市 町村及 び地域 包括支 援セン ターは 、運営 協議会 と連携 を行い
な がら、 定期的 な点検 を行い 、地域包 括支援 センタ ーの運 営に対 し
て適切 に評価 を行う こと。
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 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 と地域 包括支 援セン ターと の連携体 制を構 築する ことが 重要で あ
る。
また 、介護 離職の 防止な ど、介 護に取 り組む 家族等 を支援 する観
点から 、地域 包括支 援セン ターの土 日祝日 の開所 や、電 話等に よる
相談 体制の 拡充、 地域に 出向いた 相談会 の実施 、企業 や労働 施策担
当 部門と の連携 など、 地域の 実情を踏 まえた 相談支 援の強 化につ い
て、 具体的 な取組 を定め ることが 重要で ある。
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 、人員 体制等 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。 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 取組を 定める ことが 重要で ある。

②に ついては 、包括 的支援 事業を 委託さ れた者 が設置し た地域 包
括 支援セ ンター 等に対 する運営 方針に ついて 、それ ぞれの 地域包 括
支援 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、 地域包括 支援セ 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 地域包 括支援 センタ ーや、 特定の分 野（認 知症等
）の機 能を強化 し、近 隣の地 域包括 支援セ ンター の後方支 援を担 う
機能 強化型の 地域包 括支援 センタ ーの位 置付け 等を行い 、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、地 域
包 括支援 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、 地域包 括支援 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。
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 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
者と地 域包括支 援セン ターと の連携 体制を 構築す ることが 重要で あ
る。

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 ことが 重要で ある。
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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 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 とが重要 である 。
なお 、指定 介護療 養型医 療施設に ついて は、引 き続き 、介護 医療院
等 への転 換を推 進しつ つ、平 成三十 五年度 末まで 転換期 限を延長 して
いる ことに 留意す ること 。

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 五事業 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 が重要 である。
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 ことが 重要で ある。
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
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 が重要 である 。
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 とが重 要であ る。
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。
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(一)

(二)

(一)
(二)

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 、施策 の達成 状況の 評価等
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 容やそ のため の支援体 制が明 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 が重要 である 。
この ため、 都道府 県は、 それぞれ の地域 の実情 に応じ た地域 包括ケ
ア システ ムを深 化・推 進して いくとと ともに 、効率 的な介 護給付 等対
象サー ビスの 提供に より介 護保険 制度の 持続可 能性を 確保し ていくた
め 、各都 道府県 が介護 保険事 業支援計 画の策 定に当 たって 、要介 護認
定や一 人当た りの介 護給付 等状況、 施設サ ービス と居宅 サービ スの割
合そ の他の 市町村 の介護 保険事 業の実態 を他の 都道府 県と比 較しつ つ
分析を 行い、 都道府 県の実 態把握や 課題分 析を踏 まえ、 取り組 むべき
地域 課題の 解決に 向けた 目標及 び施策を 都道府 県介護 保険事 業支援 計
画 に示す ととも に、都 道府県 関係部局 、市町 村、地 域の関 係者と 共有
して いくこと が重要 である 。
ま た、こ の目標 及び施 策を地 域の実情 に即し た実効 性のあ る内容 の
ものと するた めには 、定期 的に施策 の実施 状況や 目標の 達成状 況に関
する 調査、 分析及 び評価 を行い 、その 結果に ついて 公表し 、地域住 民
等を含 めた関 係者へ 周知し ていくこ とが重 要であ る。

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 とが重要 である 。

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
ア システム を支え る人材 の確保 、資質 の向上 等の取 組を進め 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 定が重 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 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
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、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 とが重 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 とが重要 である 。
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（ 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 ことが 重要であ る。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 とが
重 要であ る。
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 とが重 要であ る。
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
ことが 重要であ る。
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
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 。）で ある五 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 るよう 努める
(一)

(三)

(二)
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(一)

(二)

(三)

２ 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 を都道 府県全域 及び老 人福祉 圏域ご とで定
め ること が重要 である 。
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
とが重 要である 。
また 、第六 期都道 府県介 護保険事 業支援 計画及 び都道 府県老 人福祉
計 画（老 人福祉 法第二 十条の 九第一項 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 第七期 介護保険 事業支 援計画 の作成 に活用 する
ことが 重要で ある。
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 を都道 府県全 域及び
老人 福祉圏 域ごと で定め ること が重要で ある。
ま た、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
施設等 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 におい て市町 村介護 保険事 業計画の 作
成に必 要とな るよう なデー タを整備 し、積 極的に 提供す るなど 適切な
支援 を行う ことが 重要で ある。
な お、市 町村が 各種調 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 を行う ととも に、市 町村か ら提供
さ れた調査 の結果 を集計 ・分析 するこ となど を含め 、積極 的に協 力す
ること が重要 である 。
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 、次に掲 げ
る体 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 者及び その家族 等をは じめ被 保険者 の意見 を反

ものと する。

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 、次に 掲げ
る 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 ことが
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映する ことが 必要で ある。
また 、市町 村、関 係部局 相互間と 連携し て作成 に取り 組むた めの体
制 の整備 に関す る状況 、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 が重要 である 。
都道府 県関係 部局相 互間の 連携
介 護保険 担当部 局は、 障害福祉 部局等 の民生 担当部 局、保 健医療
担当部 局、住 宅担当 部局、 労働担当 部局、 地域振 興担当 部局、 農林
水産 担当部 局、教 育担当 部局、防 災担当 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 ことが重 要であ る。
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 運営及 び地域包 括ケア システ ム構築 のため の支援
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 が重要 である 。
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 及びそ の家族 、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 とが重 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、 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 が重要 である 。
４ 市町 村への 支援
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、 介護保
険 事業の 実施に 関して 一義的 な責任を 負って おり、 これに 伴って 、都
道府県 は、市 町村の 方針を 尊重しつ つ、市 町村の 行う事 業が適 正かつ
円 滑に実施 される よう、 市町村 に対す る支援 を行う ことが 求めら れて
いる。
この ため、 都道府 県は、 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、
都道 府県介 護保険 事業支 援計画 を作成す る過程 では、 地域の 実情に 応
じ た介護 給付等 対象サ ービス の提供体 制の整 備を進 める観 点から 、都

必要 である 。
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 が重要 である 。

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
が重要 である 。
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 運営及 び地域 包括ケ アシス テム構築 のため の支援
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 とが重 要であ 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 ことが 重要で ある。こ の場合 におい
ては、 事務を効 率的に 処理す るため 、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 とが重 要である 。
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
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 が重要で ある。
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(一)

(二)

(一)
(三)

(二)

道府県 として の基本 的な考 え方を示 すとと もに、 老人福 祉圏域 を単位
とし て広域 的な調 整を進 めるた め、市町 村に対 し、市 町村介 護保険 事
業 計画の 作成に 必要な 助言を すると ともに 、市町 村と意 見を交 換する
ため の協議 の場を 設ける 等、よ り緊密な 連携を 図って いくこ とが重 要
で ある。
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 重要で ある。
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。
市町村 におけ る地域 包括支 援センタ ーの適 切な運 営の支 援につ いて
は、 地域包 括支援 センタ ーの職 員の確保 が市町 村の対 応だけ では困 難
な場合 におけ る、職 能団体 等と連携 した広 域調整 の実施 や、市 町村職
員や 地域包 括支援 センタ ー職員 等に対す るケア マネジ メント 支援等 に
関 する研 修の実 施、様 々な取 組事例の 発信等 の取組 につい て定め るこ
とが 重要であ る。

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 を都道 府県全 域及び 老人福祉 圏域ご とで定
め ること が重要 である 。
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
とが重 要である 。
ま た、第五 期都道 府県介 護保険 事業支 援計画 及び都道 府県老 人福祉
計画（ 老人福祉 法第二 十条の 九第一 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 が重要 である。
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
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５ 平成 三十七 年度の 推計及 び第七期 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
アシス テムを 支える 人材の 確保、資 質の向 上等の 取組を 進める ための
中長 期的視 点に立 って、 第七期 の目指す 具体的 な取組 内容や その目 標
を 都道府 県介護 保険事 業支援 計画に定 めると ともに 、都道 府県の 関係
部局 と連携し て市町 村を支 援して いくた めの体 制を整 備し、 目標達 成
に 向けた 取組を 推進し ていく ことが重 要であ る。
その際 には、 第一の 三を踏 まえ、地 域医療 構想を 含む医 療計画 との
整合 性を図 る観点 からも 連携を 図るこ とが重 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 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 重要で 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 とが重 要であ る。
平成三 十七年 度の介 護人材 等の推計 及び確 保
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 が重要 である 。その上 で、平 成三十 七年度 に都道 府
(一)

来的な 人口構造 、被保 険者数 、要介 護者等 の数等 を都道府 県全域 及び
老人 福祉圏 域ごとで 定める ことが 重要で ある。
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
施設等 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 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 とが重 要であ る。
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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 、地域 医療
介護 総合確 保基金 等を活 用しつつ 、事業 ごとの 実施状 況を把 握し、
事 後評価 を行う ことで 施策を 充実・ 改善し ていく
サ イクル
の確 立によ り、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 とが重 要であ る。
第七期 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 ム深化 ・推進 に向けた 段階的 な取組 方針及 びその 中で
の第 七期の 位置づ けを明 らかにす るとと もに、 第七期 の具体 的な施
策によ り目指す 目標を 定める ことが 重要で ある。
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
ことが 重要で ある。
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
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。） である 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 めるよ う努め る
もの とする 。
６ 目標 の達成 状況の 点検、 調査及び 評価等 並びに 公表
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 とが重 要で
ある。
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 ことが重 要であ る。
(二)
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(二)

(三)

(一)

(三)

P
D
C
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特に、 二千十 七年（ 平成二 十九年） の法改 正では 、都道 府県は 、各
年度 におい て、都 道府県 介護保 険事業支 援計画 に市町 村によ る被保 険
者 の地域 におけ る自立 した日 常生活 の支援 、要介 護状態 等とな ること
の予 防又は 要介護 状態等 の軽減 若しくは 悪化の 防止及 び介護 給付等 に
要 する費 用の適 正化に 関し、 都道府県 が取り 組むべ き施策 に関す る事
項及び 当該施 策に掲 げる目 標に関 する事項 を記載 すると ともに 、目標
の 達成状 況に関 する調 査及び 分析をし 、都道 府県介 護保険 事業支 援計
画の実 績に関 する評 価を行 い、公表 するよ う努め ること が定め られた
。
こうし た評価を 踏まえ て、必 要があ ると認 められ るとき は、次 期都
道府 県介護 保険事 業支援 計画に 反映する など必 要な措 置を講 ずるこ と
が 重要で ある。
７ 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 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 一致さ せるよ う、平成 三十年 度から の第七 期計画 期間に
向け て、努 める必 要があ 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 、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。
８ 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 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

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 （一体 の区域 として 入院に係 る医療 を
提 供する 体制の確 保を図 る地理 的な単 位とし て区分 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 、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
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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。 ）、都
道府 県賃貸 住宅供 給促進 計画（ 住宅確保 要配慮 者に対 する賃 貸住宅 の
供 給の促 進に関 する法 律第五 条第一 項に規 定する 都道府 県賃貸 住宅供
給促 進計画 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 。）又 は都道 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 条第一 項に規 定する 都道府 県計画 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 。
ま た、都 道府県 介護保 険事業 支援計画 におい ては、 これら 計画と の
関係に ついて 盛り込 むこと が重要で ある。
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
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
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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 条第一 項に規 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。

また、 都道府県 介護保 険事業 支援計 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 が重要 である 。
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
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
(一)

(二)

(三)

(一)

(二)

(三)

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、 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。
特に、 医療計 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 一体的 に作成 し、これ らの計 画の整 合性を 確保す る
ことが できる よう、 都道府 県や市町 村にお ける計 画の作 成にお いて
、都 道府県 や市町 村の医 療・介護 担当者 等の関 係者に よる協 議の場
を開催 し、より 緊密な 連携が 図られ るよう な体制 を図っ ていく こと
が重 要であ る。
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 業等の 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 。
特に、 要介護 者等や 世帯が 抱える課 題は近 年複雑 化・複 合化し て
おり 、要介 護者等 の生活 全般の課 題を解 決する ために は、障 害者そ
の 他の者 の福祉 に関す る施策 との有機 的な連 携を図 ること が重要 で
ある とともに 、地域 のあら ゆる住 民が役 割を持 ち、支 え合い ながら
、 自分ら しく活 躍でき るコミ ュニティ を育成 し、公 的な福 祉サー ビ
スと協 働して 、助け 合いな がら暮ら すこと のでき る地域 共生社 会を
実現 する必 要があ 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。
その 際、都 道府県 地域福 祉支援計 画は、 地域に おける 高齢者 、障
害 者、児 童等の 福祉に 関し、 共通して 取り組 むべき 事項を 定める 計
画とし て位置 づけら れてい ることに 留意す 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
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
(四)
(五)
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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 事業等 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。

(四)

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 し、住宅 担当部 局をは じめと した関 係部局
と 連携を 図るよ う努め ること 。また 、地域 の介護 サービ ス事業 所等
との 適切な 連携を 図る観 点から、 高齢者 に対す る賃貸 住宅及 び老人
ホ ームが 供給さ れるに 当たっ ては、都 道府県 の介護 事業担 当部局 に
おいて も関与 を図る など、 高齢者 の居住等 に関す る施策 にも積 極的
に 関与す ること が重要 である 。
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 ことが
望まし い。
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 とが
望ま しい。
都道府 県賃貸 住宅供 給促進 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、 都道府 県
介護保 険事業 支援計 画につ いては、 高齢者 等の住 宅確保 要配慮 者に
対す る賃貸 住宅の 供給の 目標等 を定め る都道 府県賃 貸住宅 供給促進
計画と 調和が 保たれ たもの とし、住 宅担当 部局を はじめ とした 関係
部局 と連携 を図る よう努 めること 。
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 さ
れてお り、高 齢の障 害者が 地域生活 へ移行 し、並 びに地 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。この ために は高齢 者だけ にとど まら
ず、 精神障 害にも 対応し た地域包 括ケア システ ムを構 築する 必要が
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 に定め られた、 高齢者 を含む 入院中 の精神 障
(六)
(七)

（ 新設）

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 さ
れて おり、 高齢の 障害者 が地域 生活へ 移行し 、並びに 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 、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

(五)
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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
在宅 医療・ 介護の 充実等 の地域包 括ケア システ ムの構 築を図 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、 都道府 県医療 費適正 化計画 に地域包 括ケア システ ムの構 築に
関 する取 組等が 定めら れた場 合には、 その取 組等と 調和が 保たれ た
ものと 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 組等住 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。

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 、都道 府県医 療費適 正化計画 との調 和を保
ち、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 等具
体 的な支 援措置を 講ずる ことが 望まし いとさ れている 。
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 取組等 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
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。
(八)

(七)

(六)

(九)

(九)

61

(八)
(十)

９

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 に当た 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 るよう 努める ものとす る。
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 るよう 努める ものと する。
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 七期都道 府県介 護保険 事業支 援計画 につい ては、 平成三 十年度
から平 成三十 二年度 までを 期間とし て、平 成二十 九年度 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
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 するこ と。

７

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 ことが
望 ましい 。
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 が
望ま しい。
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 に当た 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 するよう 努める ものと する。
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 よう努 めるもの とする 。
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。
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 こと。
(十)

(一)

(十一)

(二)

(十一)
(一)

(十二)
(二)
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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、当
該計画 の公表方 法を工 夫しな がら幅 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 が重要
である 。

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 が重
要 である 。
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 が重要 である 。
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。
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 。
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
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
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 めるこ と。また 、その 算
定に当 たっての 考え方 を示す ことが 重要で ある。
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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、 その地 域の現 状や特 性、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 やその ための 取組や 市町村 に対す
る 都道府 県とし ての支 援内容 について 、当該 計画及 び各年 度にお け
る当該 計画の 達成状 況など の公表 方法を工 夫しな がら幅 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 が重要 である 。

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 。
１ 老人福祉 圏域
第 三の一 の７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。
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
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
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 めるこ と。ま た、そ の
算 定に当 たって の考え 方を示 すことが 重要で ある。

(三)

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 が重要 である 。
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 等特別 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 とが重 要である 。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 た場合 に本人 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、介 護老人 保健施
設（ 平成十 八年七 月一日 から平 成二十九 年度末 までに 介護療 養型医 療
施 設及び 医療療 養病床 から転 換して 介護保 健施設 サービ スの事業 を行
う施 設とし て許可 を受け たもの に限る。 ）が介 護保険 施設（ 介護医 療
院 に限る 。）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

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 とが重 要である 。
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 い等特 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 とが重 要であ る。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 った場 合に本 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。
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所定員 の増加 分は含 まない ものとす る。
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 等対象 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 付等対 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 等対象 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 市町村 が行う 被保険 者の地 域におけ る自立 した日 常生活 の支援 、要
介護状 態等とな ること の予防 又は要 介護状 態等の 軽減若 しくは 悪化の
防止 及び介 護給付 等に要 する費 用の適正 化への 取組へ の支援 に関す る
取 組及び 目標設 定
市町村 が行う 、被保 険者の 地域に おける 自立し た日常 生活の 支援
、 要介護 状態等 となる ことの 予防又は 要介護 状態等 の軽減 若しく は
悪化の 防止へ の取組 への支 援に関す る取組 及び目 標設定
高齢 者がそ の有す る能力 に応じ て自立し た日常 生活を 営むこ とが
できる ように 支援す ること や、要介 護状態 等とな ること の予防 、要
介護 状態等 の軽減 、悪化 の防止と いった 介護保 険制度 の理念 を踏ま
え 、各市 町村に おいて 、地域 の実情に 応じて 、具体 的な取 組を進 め
るこ とが極め て重要 である 。こう した観 点から 、二千 十七年 （平成
二 十九年 ）の法 改正に おいて は、市町 村介護 保険事 業計画 の基本 的
記載事 項とし て、「 被保険 者の地域 におけ る自立 した日 常生活 の支
援、 要介護 状態等 となる ことの 予防又 は要介 護状態 等の軽 減若しく
は悪化 の防止 に関し 、市町 村が取り 組むべ き施策 に関す る事項 」と
その 目標に 関する 事項が 追加され るとと もに、 都道府 県介護 保険事
業 支援計 画の基 本的記 載事項 として、 市町村 の取組 への支 援に関 す
る都 道府県 の取組 とその 目標に関 する事 項が追 加され たとこ ろであ
る。
また、 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 、適切 なサー ビスの確 保とそ の結果 として の費用 の効
率化 を通じ て介護 保険制 度への信 頼を高 め、持 続可能 な介護 保険制
度 の構築 に資す るよう 、介護 給付等 に要す る費用 の適正 化を進め る
こと も重要 である 。こう した観点 から、 二千十 七年（ 平成二 十九年
） の法改 正にお いては 、市町 村の介護 保険事 業計画 の基本 的記載 事
(一)

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 給付等対 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 給付等 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 付等対 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。
（ 新設）
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項とし て、介 護給付 等に要 する費用 の適正 化に関 し、市 町村の 取組
とそ の目標 に関す る事項 を追加す るとと もに、 都道府 県の介 護保険
事 業支援 計画の 基本的 記載事 項とし て、市 町村の 取組へ の支援 に関
する 都道府 県の取 組とそ の目標に 関する 事項を 追加し たとこ ろであ
る。
市町村 の取組 への支 援とし て、都 道府県は 、市町 村の人 員体制 や
ノ ウハウ の蓄積 状況等 の状況 が様々で あるこ とを踏 まえつ つ、広 域
の地方 公共団 体とし ての特 性を活か した取 組を行 うこと が重要 であ
る。
このた め、例え ば、① 都道府 県内外 の先進 事例の 収集と 情報提 供
、② 地域包 括ケア 「見え る化」シ ステム を活用 した管 内市町 村の要
介 護認定 率や介 護給付 費等の 分析等を 通じた 多角的 な地域 課題の 把
握の支 援、③ 市町村 職員等 に対す る研修 の実施 、④地 域ケア 会議へ
の リハビ リテー ション 専門職 種等の派 遣等に 関する 都道府 県下の 関
係職能 団体と の調整 、とい った取組 が考え られる 。これ らに限 らず
、地 域の実 情に応 じて多 様な取 組を構想 し、そ の取組 内容と 目標に
ついて 介護保 険事業 支援計 画に盛り 込むこ と。
これ ら目標 につい ては都 道府県に よる様 々な取 組の達 成状況 を評
価 できる よう、 数値目 標等の 客観的な 目標を 設定す るよう に努め る
こと 。
な お、こ うした 取組は 、適正な サービ スの利 用の阻 害につ ながら
ないこ とが大 前提で あるこ とに留意 する必 要があ る。
市町 村が行 う、介 護給付 等に要 する費 用の適 正化へ の取組 への支
援に関 する取 組及び 目標設 定
市町 村の取 組への 支援に 関する目 標の策 定に当 たって は、市 町村
と 支援内 容等の 意見交 換を行 うととも に、市 町村介 護保険 事業計 画
にお ける目 標を十 分に踏 まえた内 容とす ること が重要 である 。
こ のため 、例え ば、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 うとい う取組 が考え ら
れる。 また、 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 ること
で 、より 正確な 効果が 得られ 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 けると いう取 組が考 えられ る。こ
れ らに限 らず、 地域の 実情に 応じて多 様な取 組を構 想し、 その取 組
(二)
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三

内容と 目標に ついて 都道府 県介護保 険事業 支援計 画に盛 り込む こと
。
な お、介 護給付 の適正 化への 支援に 関して は、都 道府県 介護給 付
適正 化計画 を別に 策定す ることで も、差 し支え ない。 この場 合、適
正 化計画 を別に 定める 旨記載 し、都道 府県介 護保険 事業支 援計画 と
整合の 図られ たもの とする こと。
４ 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（ 介護給付 又は予 防給付 に係る 居宅サ ービ
ス等 のうち 、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 を除いた ものを いう。 以下こ の４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
が重要 である 。
５ 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
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 ことが 重
要 である 。
特に、 市町村 が市町 村介護 保険事業 計画に おいて 掲げる 介護給 付等
対 象サービ スの見 込量と 、都道 府県が 医療計 画にお いて掲 げる在 宅医
療の整 備目標 につい て整合 的なもの とし、 医療・ 介護の 提供体 制を一
体的 に整備 してい くため の協議 の場を設 ける等 、市町 村介護 保険事 業
計 画との 調和が 保たれ たもの とする ことが 重要で ある。
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 るよ
三

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（ 介護給 付又は 予防給 付に係る 居宅サ ービ
ス 等のう ち、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 いたもの をいう 。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
が重 要であ る。
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
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 ことが 重
要であ る。

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 めるよ

67

68

う努 める事 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 ことが 重要で ある。
その 際、専門 職の派 遣や好 事例の 情報提 供等市 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 研修等総 合事業 の
推進に 関する支 援策も 併せて 定める ことが 重要で ある。
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 重要で ある。

(二)

認 知症施策 の推進

(一)

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 が重要 である 。
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 ことが 重要で ある。

う努め る事項 は、一 （６及 び７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 とが重 要であ る。
その際 、専門職 の派遣 や好事 例の情 報提供 等市町 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 修等総 合事業の
推 進に関 する支 援策も 併せて 定めるこ とが重 要であ る。
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、住 宅や居 住に係 る
施策と の連携 も踏ま えつつ 、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 が重要で ある。
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 ことが 重要で ある。
在宅 医療・ 介護連 携を推 進する ために 、在宅 医療を はじめ とした
広域的 な医療 資源に 関する 情報提供 、医療 と介護 の連携 に関す る実
態把 握及び 分析、 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 、医療 ・介護関 係団体 との連 携及び 調整、 切れ目
の ない在 宅医療 ・介護 の提供 体制整備 への支 援、入 退院時 におけ る
医療機 関職員 と介護 支援専 門職員の 連携等 広域的 な医療 機関と 地域
の 介護関係 者との 連携及 び調整 、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 都道府 県医
師会 等との 連携や 保健所 の活用を 含めた 市町村 への具 体的な 支援策
を 定める ことが 重要で ある。
認知 症施策 の推進
都 道府県 は、新 オレン ジプラン に基づ き、認 知症の 容態の 変化に
(一)

(二)

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 ことが 重要で ある。
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
が重 要である 。
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 ことが 重要で ある。
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
認 知症サポ ート医 の養成
ハ

若年性認 知症施 策の実 施
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 ）

市民後 見人の 育成、 支援組 織の体 制整備
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応じて 適時・ 適切に 切れ目 なく保健 医療サ ービス 及び福 祉サー ビス
が提 供され る循環 型の仕 組みが構 築され るよう 、医療 や介護 に携わ
る 者の認 知症対 応力の 向上の ための 取組や 、これ らの者 に対し て指
導助 言等を 行う者 の育成 のための 取組を 進める ことが 重要で ある。
こ のため 、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 とが重 要であ る。
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
が重要 である。
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 とが重 要であ る。
イ 早 期 診 断 ・ 早期 対 応 を行 う 認知 症 疾 患医 療 セ ンタ ー 等 の医 療 機
関 や連携 体制の 整備
ロ か かりつ け医に 対する 認知症対 応力向 上のた めの研 修の実 施及
び認 知症サ ポート 医の養 成と活 用
病 院 従 事 者 、 歯科 医 師 、薬 剤 師、 看 護 職員 に 対 する 認 知 症対 応
力 向上の ための 研修の 実施
ニ
ホ

ヘ

(三)

ハ

(三)

(二)

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
(三)

(二)

ニ 認 知 症 ケ ア に 携 わる 介 護 人材 の 育成 （ 認 知症 介 護 実践 者 研 修、
認 知 症 介 護実 践 リ ー ダ ー 研 修 、 認 知症 介 護 指導 者 研 修及 び 認 知症
介護 基礎研 修）
ホ 若年 性認知 症施策 の実施 （相談支 援、関 係者の 連携の ための 体
制整 備、居 場所づ くり、 就労・社 会参加 支援等 様々な 分野に わた
る 支援）
ヘ 成 年後見 制度利 用促進 法や基本 計画に 基づく 権利擁 護の取 組の
推 進、市民 後見人 の育成 ・活用 、支援 組織の 体制整 備
ト 広 域の見 守りネ ットワ ークの構 築
チ 認知症 サポー ターの 養成と活 用その 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
(三)

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 が重要 である 。
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 （地域 支え合 い推進 員）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 とが重 要であ る。
なお、 総合事業 のサー ビス事 業者が 、市町 村の圏 域をま たがっ て
サー ビス提 供を行 う場合 があるこ とに鑑 み、都 道府県 は、管 内市町
村 の状況 を把握 の上、 適宜、 必要な広 域的調 整に関 する助 言を行 う
ことが 望まし い。
地 域ケア 会議の 推進
第二の 三の１ の に 掲げる 地域ケア 会議の 推進に ついて 、市町 村
への 支援策 を定め ること が重要 である。 具体的 には、 地域ケ ア会議
の適切 な運営 にかか る市町 村職員の 研修の 実施、 関係す る職能 団体
との 調整、 構成員 となる 専門職に 対する 地域ケ ア会議 の趣旨 等に関
す る説明 会の実 施、好 事例の 発信等、 市町村 の取組 を推進 するこ と
が重 要である 。
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
、例え ば都道 府県医 師会等 との連携 を通じ たリハ ビリテ ーショ ンに
関す る専門 的な知 見を有 する者の 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 が重要
で ある。
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 等のサ 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
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(四)

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
とが 重要であ る。
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
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 とが重 要であ る。

（新 設）

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 ンに関 する専 門的な 知見を 有する者 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 が重要 である 。
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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 護等のサ 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

(四)

(五)

(四)
(五)
(六)

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 等につ いて、 必要に応 じて市 町村と 連携を 図り定 めるこ
と が重要 である 。
また、 今後、 生活困 窮者や 社会的 に孤立す る高齢 者等多 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 が
重要で ある。
さら に、居 住支援 協議会 等の場 を活用す ること により 、適切 な入
居支援 と入居 後の生 活支援 の体制を 整備し つつ、 低廉な 家賃の 住ま
いを 活用し た高齢 者の居 住の確保 を図る ことも 重要で ある。
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
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 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
(一)
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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 標等につ いて、 必要に 応じて 市町村 と連携を 図り定 めるこ
とが重 要である 。
また 、今後 、生活 困窮者 や社会 的に孤 立する 高齢者等 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 が
重要 である。

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
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
(一)

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 が重要 である 。
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 とが重 要で
ある 。
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 ５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 るよう 努める
も のとす る。
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 るよ
う努 めるも のとす る。
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 するこ とが重 要であ る。
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（地 域支え 合い推 進員） 等
の 多様な 人材の 確保を 支援す る方策を 定める よう努 めるも のとす る。
特に 介護人 材の量 的な確 保につ いては、 第三の 一の５ の に おいて 推
計 された 介護人 材の需 給の状 況を踏ま え、学 卒者・ 中高年 齢者や 他業
種から の新規 参入の 促進や 離職した 介護福 祉士等 の届出 制度も 活用し
た 潜在的人 材の復 職・再 就職支 援、介 護ロボ ットや
等 の活用も
含め、 事業主 による 雇用環 境改善に よる離 職防止 ・定着 の促進 等のた
めの 方策を 、以下 の点に 留意し て定める ことが 重要で ある。
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

①
。

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 とが重 要であ る。
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 とが重 要で
あ る。
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 るよう 努める
ものと する。
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 るよ
う 努める ものとす る。
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 ことが 重要で ある。
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 よう努 めるも のとす る。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
等 のため の方策を 、以下 の点に 留意し て定め ること が重要で ある。

都道 府県が 中心と なって 地域内の 関係団 体や関 係機関 等と連 携し

②

(一)

I
C
T

。

(三)

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

(一)

都 道府県が 中心と なって 地域内 の関係 団体や 関係機 関等と 連携し
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(二)

(三)

(二)

(三)

(三)

４

、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 事業 ごとの 実施状 況を把 握し、 事後評 価を行 うこと で施策 を充実
・改 善して いく
サイ クルを確 立する こと。
④ 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 援等の 方策や 、その具 体的な 目標を 掲げる ことが 重
要 である 。
また、 介護支 援専門 員につ いては 、介護 離職の 防止の 実現に 向け、
介 護に取 り組む 家族等 への支 援技術の 向上を 含め資 質の向 上を目 指し
、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
が重 要であ る。
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 重要で 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 護の両 分野に 精通し 、各分
野の 連携を 推進す るコー ディネ ーター となる 人材育 成等に ついて記 載
するこ とが重 要であ る。
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 ことが 重要で ある。
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
P
D
C
A

４

、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 援等の 方策や 、その 具体的 な目標 を掲げる ことが 重
要であ る。
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 が重要 であ
る。
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 重要で 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
ィネ ーター となる 人材育成 等につ いて記 載する ことが 重要で ある。

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 ことが重 要であ る。

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
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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 を住民 に提供 するた めの体制 整備、 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 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 るよう 努める ものと する。
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 が重要で ある。
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 が重要 である。
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
、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 啓発等 、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 が重要 である。
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 るよう 努める ものと
す る。
その際 、高齢 者本人 やその 家族等が 介護サ ービス を実際 に利用 し、
又は 利用し ようと する際 に、介 護サービ ス情報 の公表 制度が 認知さ れ
て いるこ とが重 要であ ること から、 都道府 県は、 市町村 を通じて パン
フレ ットを 配布す る等、 地域住 民等に対 して幅 広く継 続的に 普及・ 啓
発 に取り 組むこ とが重 要であ る。

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 報を住 民に提 供する ための 体制整 備、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 めるよ う努める ものと する。
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 が重要 である 。
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 が重要 である 。
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
、 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 等、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 が重要 である 。
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 定めるよ う努め るもの と
する。
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第七期 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 の積極 的な取 組が重 要である 。
ま た、通 所介護 等の設 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 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 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 が重要で ある。
な お、指 定介護 療養型 医療施 設につい ては、 引き続 き、介 護医療 院
等への 転換を 推進し つつ、 平成三十 五年度 末まで 転換期 限を延 長して
い ることに 留意す ること 。

指針 の見直 し
こ の指針 は、平 成三十 年度か らの第七 期介護 保険事 業計画 の作成 に資
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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 県の積極 的な取 組が重 要であ 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 ことが 重要で ある。
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 とが重 要であ る。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 うことが 重要で ある。
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 一される ことで 、より
正 確な効 果が得ら 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 ことが 重要で ある。
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 が重要 である 。
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 等具体 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。

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
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資す るよう 定めたも のであ る。
こ の指針 につい ては、 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。

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

するよ う定め たもの である 。
この 指針に ついて は、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。
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。

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

福祉用 具貸与

居宅 療養管 理指導

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 （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 。

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

特定 福祉用 具販売

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

二

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

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。

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

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。

二

特 定福祉 用具販 売

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
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居 宅介護 支援

めるこ と。
居宅 介護支 援

める こと。

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 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

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 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

地 域密着 型通所 介護

平 成 二十八 年四 月一 日から 施行 する 地域 密着 型
通所 介護 は、 利用定 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 向等そ 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
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 は、 利用定 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 向等そ 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

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

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 向等そ
の 地域の 実情を 勘案し て、量 の見込み を定め るこ
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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、 介 護医 療院 サー ビス 及び 介護
療養施 設サー ビス

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

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。

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 、第七 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。

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

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
介護医 療院サ ービス
介護 療養施 設サー ビス

五 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

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

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 。

介 護予防 訪問入 浴介護
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 看護
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 問リハ ビリテ ス の 量 の 見 込 み を 勘 案 し て 、 量 の 見 込 み を 定 め る
ーショ ン
こ と。
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
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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。

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 予防短 期入所 生活介
護
介 護予防 短期入 所療養 介
護

介護 予防福 祉用具 貸与

介 護予防 支援

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
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
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

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。

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。
七

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

七

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

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
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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

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 向等 その 地域 の実 情を勘案して 、量
の見込 みを定 めるこ と。

態に あるも のの 数及 びそ の地 域の利用に 関する意
向 等その 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。

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 。

八

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
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 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 。

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

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 等 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
用に 関す る意向 等そ 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 。
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