
第 3章 計画の基本的な考え方

第３章 計画の基本的な考え方

第 8 期計画の基本的理念や重点的な目標及び施策を定めます。

令和 2 年３月に琴浦町に居住する 65 歳以上の方のうち、要介護認定を受

けていない 5,387 人を対象に実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」

では、「介護が必要となった場合家族の介護や介護保険サービスを受けて自

宅で生活したい」と希望する方が 56.8％（2,310 人）ありました。また、「本当は

自宅で生活したいが家族の介護負担を考え介護施設で生活したい」という方

が 25.9％（1,055 人）あり、この方も加えると約８割の方が「自宅で生活したい」

と希望していることがうかがえます。これは、平成 29 年の同様の調査より割合

が高くなっています。

また、令和 2 年 11 月に実施した琴浦町に居住する 65 歳以上の方で、要

介護認定を受けて在宅で生活している 304 人を対象に実施した「在宅介護

実態調査」では、在宅生活の継続のために必要な支援・サービスとして、配食、

移送サービスという回答が多くありました。

このようなニーズに対応できるよう介護サービスの確保だけではなく、健康、

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でき

るよう、高齢者が地域の中で、お互いに理解し協力し合い、ともに支えあいな

がら、基本理念である「いつまでも住みなれた地域で暮らせる共生のまち」を

目指します。

１ 計画の基本理念

•地域包括ケアシステムの進化と地域共生社会の実現

•健康寿命日本一のまち

•介護サービスの充実・向上と介護給付等の適正化

いつまでも住みなれた地域で暮らせる共生のまち
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第 3章 計画の基本的な考え方

基本理念

いつまでも住みなれた地域で暮らせる共生のまち

目標 1
地域包括ケアシステムの進化と地域共生社会の実現

（１）地域包括支援センターの体制強化

（２）在宅医療・介護連携を図るための体制

（３）地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備

（４）介護人材の確保及び資質の向上

（５）認知症施策の推進

（６）高齢者虐待の防止等

目標 2
健康寿命日本一のまち

（１）介護予防事業

（２）地域リハビリテーション活動支援事業

（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

（４）保険者機能強化推進交付金等を活用した施策

目標 3
介護サービスの充実・向上と介護給付等の適正化

（１）高齢者の住まいの確保

（２）災害、感染症に対する備え

（３）介護サービス基盤の充実

（４）介護給付の適正化

施策の体系
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第 3章 計画の基本的な考え方

目標 1 地域包括ケアシステムの進化と地域共生社会の実現

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に

提供される体制です。

高齢化が進む中、高齢者を地域で支援する地域包括ケアシステムは、

地域共生社会の実現に向けた中心的な基盤になります。高齢者だけでなく、

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、包括的な支

援体制の強化が必要です。

なお、高齢者に関するあらゆる相談等に応じ、必要なサービス等

につなげる機関としてだけでなく、地域包括ケアシステム構築等に

向け、中心的な役割を果たす地域包括支援センターの設置数は次のと

おりです。

２ 目標及び施策
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第 3章 計画の基本的な考え方

（１）地域包括支援センターの体制強化

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの構築に向けて中心的

な役割を担う機関です。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などを

配置し、介護・医療、保健など多様な関係機関と連携し高齢者のさまざまな

相談や生活課題に対応します。

センターの体制強化のため、生活支援コーディネーターを配置し、地域の

高齢者のニーズと取り組みのマッチングなどを実施し、地域の通いの場の充

実を図ります。

また、高齢者の介護予防または介護の重症化防止の推進のため、機能回

復訓練等や生活環境の調整などリハビリテーション専門職等の関与を図って

いきます。

地域包括支援センター設置数

（２）在宅医療・介護連携を図るための体制

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、長年

慣れ親しんだ町で、高齢者が在宅医療および介護を円滑に受けることができ

るよう整備が必要となります。

①町内医師と行政との連絡会

町内医師会・歯科医師会、県の福祉保健局等と行政の保健・福祉部門

をメンバーに意見交換会等を随時開催し、地域の医療体制構築・保健福

祉事業について議論を深めていきます。

②中部圏域地域づくりしょいやの会

中部圏域の医療関係職員、介護事業所職員、介護支援専門員等をメ

ンバーに情報交換会を随時開催し、中部圏域の医療・介護関係者の情報

共有体制を整備します。

③終末医療、エンディングノートの啓発

最期までその人らしい人生を送ることができるよう、エンディングノートの配布

区分
第 7 期 第 8 期

H３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

施設数 １ １ １ １ １ １
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第 3章 計画の基本的な考え方

や講座などを通じて、老後や介護、医療についての意思決定を支援します。

（３）地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備

いつまでも住み慣れた地域で暮らしていくためには、介護保険における自

立支援だけでなく、住民による地域の互助、地域づくりが必要となります。

また、高齢者がいきいきと地域で活躍することが地域の活力となり、地域で

支援を必要とする高齢者の支え手になることが介護予防になります。

地域の様々な住民活動を応援し、支援や介護が必要になっても自分たち

で支え合える地域づくりを推進していきます。

①生活支援体制整備

琴浦町協議体「げんきもん研究会」の活動を通して、生活支援コーディネ

ーターがパイプ役となり、地域の中での暮らしの困りごとを地域で解決する

ために助け合いの仕組みづくりを推進し、「互助」「社会参加の場作り」「生

きがいづくり」を支援し包括ケアシステムの充実を図ります。

②地域ケア会議

医療・介護・福祉等の多職種が協働し、これ医者の生活課題の解決を図

ために個別ケース会議を開き、介護等が必要な高齢者の住み慣れた地域

での生活を地域全体で支援します。また、介護支援専門員の自立支援に

資するケアマネジメントの実践力の向上に努めます。

③介護ボランティア・ちょこっとあったかサービス

介護ボランティア活動を通じて、介護施設や地域で社会参加動することに

より「いきがい」「やりがい」を感じ、介護への関心を高め、介護予防を推進し、

元気高齢者を増やすことを目指します。

65 歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者世帯の方を対象に、身のま

わりのちょっとした困りごとを介護ボランティアの方がお手伝いする「ちょこっ

とあったかサービス」で、在宅生活を支えます。

◆主な内容…１５分程度でできるゴミ出し、電球・電池交換、布団干し、荷

物の片付け、整理整頓、買い物
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第 3章 計画の基本的な考え方

④家族介護用品購入費助成事業

介護を必要とする要介護者を在宅で介護している町民税非課税世帯の

方に対し、介護用品の購入費助成券を交付します。

⑤長寿祝い

88 歳、100 歳以上の高齢者に、長寿を祝福して祝い品を贈ります。

⑥介護予防サークル活動支援事業

日常生活に不安や困難を感じている６５歳以上の高齢者と地域住民が共

に地域での生きがい活動に参加することにより、お互いの介護予防や支え

合い活動を推進します。

⑦高齢者クラブ活動支援

高齢者自らが「健康づくり・介護予防活動」、「在宅高齢者やその家族を

支援する友愛活動」、「安全・安心の住みよいまちづくりを目指すボランティ

ア活動」に取り組む自主的組織である高齢者クラブへの補助を行い、その

活動の充実及び地域社会との交流を支援します。

⑧高齢者の就労活動支援（シルバー人材センター）

「自主・自立」「共働・共助」の理念に立ち、高齢者が自己の持つ豊かな

経験を活かして働くことで生きがいを得るとともに、地域社会への参加を促

すことを目的として高齢者の就労活動支援を行うシルバー人材センターへ

の補助を行います。
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第 3章 計画の基本的な考え方

（４）介護人材の確保及び資質の向上

介護分野で働く人材の確保が困難になっている状況を踏まえ、介護の質

を保持しながらサービス提供が滞りなく行えるよう、県・町内介護事業所等と

連携しながら取り組みます。

①介護支援専門員連絡協議会

町内の介護支援専門員が定期的に集まり、ケアマネジメントに関する知

識･技術の向上を図るため、情報交換や事例検討･講演会等を開催します。

今後は、多職種との連携を図りながら研修会等を開催します。

②ケアプラン点検

介護支援専門員が作成したケアプランが、ケアマネジメントのプロセスを

踏まえた「自立支援」に資する適切なケアプランとなっているか、保険者が

介護支援専門員とともに毎年、検証確認を行います。点検を通じて介護支

援専門員の「気づき」を促し、介護支援専門員の資質の向上を図ります。

（５）認知症施策の推進

認知症施策推進大綱を踏まえ、「共生」と「予防」の取り組みを進めていき

ます。

「共生」とは認知症の人が自分の考えや思いを周りの人に発信でき、希望

を持って暮らせることであり、「予防」は認知症になるのを遅らせる、認知症に

なっても進行を緩やかにするということです。認知症になっても住み慣れた地

域の中で自分らしく暮らせる町を目指します。

①認知症への理解を深めるための普及・啓発

講演会や認知症サポーター養成講座などで、認知症本人によるメッセー

ジを伝えながら、認知症に対する理解と普及啓発を行っていきます。そして、

キャラバンメイト、認知症予防リーダーなど地域の人と共に普及活動を行い、

認知症に対する偏見を取り除き地域で共に暮らせる町づくりをすすめます。
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第 3章 計画の基本的な考え方

②認知症高齢者等ＳＯＳ見守りネットワーク

地域の支援を得て認知症による行方不明者をできるだけ早く安全に発

見できるよう関係機関の支援体制を構築し、住み慣れた地域で安心して暮

らせるまちづくりを目指します。

③認知症ケアパスとまめんなかえ手帳の活用

認知症ケアパスとは、「認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供

の流れ」をまとめたものです。認知症の症状の変化とそれに伴う地域の支援

やサービスの内容を理解することで、早期相談・医療に繋げるツールとしま

す。

また、個人のケアパスとしてまめんなかえ手帳を活用し、本人の考えや思

いを介護と医療につなげ、連携を図りながら適切なサービスの提供と環境

改善のツールとします。

④認知症の早期対応

認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」

を設置し、認知症になっても医療受診や介護サービスの利用に結びつかな

い高齢者や家族のもとへ、専門医や保健師、作業療法士、社会福祉士等

が訪問し、早期対応に向けた支援を行います。

また、認知症地域支援推進員が認知症の人やその家族の相談に応じな

がら、地域のキャラバンメイト、認知症サポーター、認知症予防リーダー等の

人々と協同し地域の中で重症化予防に取り組み安心して暮らせる体制づく

りをしていきます。

⑤もの忘れ相談

認知症の早期発見・治療につなげる為に、認知症専門医師が、もの忘

れが気になる方、その家族に対し認知症に関する相談に個別に応じます。

必要に応じて認知症専門医療機関への紹介や介護予防教室への参加を

勧め、認知症の早期対応と重症化予防を図ります。
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第 3章 計画の基本的な考え方

⑥ことうら家族のつどい（琴浦町家族会）

在宅で介護を経験された方や介護している方が介護の情報交換の場と

して月に 1 回つどいが開催されています。

介護をひとりで抱え込むのではなく、体験談をもとにお互いの気持ちを分

かち合う「ピアカウンセリング」を中心とした内容で開催され、家族会による自

主運営がされています。

（６）高齢者虐待の防止等

認知症などにより判断能力が低下した高齢者が尊厳ある生活を維持でき

るよう法制度を活用した支援や、高齢者虐待の防止・早期対応に向けた取

組みを行っていきます。

①総合相談

地域包括支援センターにおいて、65 歳以上の高齢者やその家族、近隣

住民や関係機関などからの介護、健康、福祉、生活等に関する各種相談

に応じます。そして、相談内容に即したサービスや制度に関する情報提供、

関係機関の紹介やサービスの調整を行います。

②高齢者虐待の防止・早期対応

高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律で

は、家庭や施設等で虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速

やかに町へ通報するよう努めなければならないとされています。

町民及び事業者への啓発資料の配布や研修等を通し、地域全体で虐

待防止・早期対応についての意識啓発を図ります。また、琴浦町高齢者虐

待防止・対応マニュアルに基づき、関係者が共通認識のもと協力し、高齢

者虐待への対応を行います。

③成年後見制度の利用促進

成年後見制度は認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を

判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者（成

年後見人等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
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第 3章 計画の基本的な考え方

制度の利用が必要な方に支援が行き届くよう、地域連携の中心的な役

割を担う「中核機関」を設置し、制度の啓発、相談受付、関係機関との連

携を行います。

また、申立て費用や後見人等報酬を負担することが困難な方への費用

助成、申立てを行う親族がいない場合は町長申立てを行い、適切に制度

利用ができるよう支援します。

④日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、日常生活に不安のある方を対象に、福祉サ

ービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類預かりを行い、安心して日常

生活が送れるようサポートする制度です。事業を行う社会福祉協議会と連

携し、事業の展開を図ります。

目標２ 健康寿命日本一のまち

町では、平成 27 年度から「健康寿命日本一」を目指して、さまざまな取り組

みを行ってきました。その結果、男女ともに健康寿命 1 歳以上の延伸が見ら

れました。

平成 30 年からは、町の保険・健康・高齢者部門を一つにし、働き盛り世代

から健康維持を図り、元気高齢者の増加に努めています。

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02
男性 76.32 76.25 76.47 76.38 77.52 77.82 77.76
女性 81.83 81.70 81.95 82.29 82.75 82.84 82.81

76.32 76.25 76.47 76.38
77.52 77.82 77.76

81.83 81.70 81.95 82.29
82.75 82.84 82.81

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
歳 健康寿命推移
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第 3章 計画の基本的な考え方

また、介護になっても軽度もしくは重度化を防止するため、機能回復訓練

等のアプローチだけでなく、生きがいを持てる生活環境の調整や地域づくりな

どにより、高齢者の生活の質の向上を図ることを推進していきます。

（１）介護予防事業

長年慣れ親しんだ町で高齢者がいつまでも自分らしい生活を送るためには、

心身ともに健康で自立した生活が営めることが大切です。そのために高齢者

の運動機能、口腔機能を維持するための各施策を実施します。

①介護予防ケアマネジメント

高齢者自身が地域における自立した日常生活が送れるよう、対象者の

状態や置かれている環境に応じて、介護予防の様々なサービスを提供し組

み合わせることで自立した生活を支援します。

②通所型サービス

デイサービスセンターに通い、他の利用者と一緒に食事、入浴などの日

常生活上の支援やレクリエーションなどを提供することにより、他者との交

流の機会を増やし自立支援を目指します。

③訪問型サービス

掃除等、支援を必要とするサービスについて、利用者の方と一緒になっ

て行い、自立した生活が継続できるように支援します。

④介護予防体操普及

町歌にあわせた「琴浦体操」や、おなじみの曲にあわせた「わくわく琴浦

体操」を普及啓発します。この体操は、いつでも・どこでも・誰でも気軽に取

り組め、バランス機能向上や上半身・下半身の筋力アップ、転倒予防など

に効果絶大の体操です。体操指導のポイントを身につけた体操リーダーを

中心に地域に普及していきます。高齢者が通える範囲に体操が継続できる

場を増やし、高齢者が健康で生き生きと楽しく過ごせるよう、介護予防や仲

間づくりを推進していきます。
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第 3章 計画の基本的な考え方

⑤健康教室

若い世代からの生活習慣病がすべての病気の予防、健康につながって

いることを健康教育として啓発し、健康チェックの 1 つとしてもの忘れの検査

を行い、認知症の早期発見、普及啓発を行います。

⑥はればれ・いきがい（介護予防教室）

介護保険の認定を受けていない方で、もの忘れや転ぶことが多くなった

方、また、自宅に閉じこもりがちな方を対象に、もの忘れの検査を行い、その

結果から状態別に予防教室を定期的に開催し、認知症、閉じこもり、転倒

予防に取組みます。

内容は、健康チェック・頭の体操・ミニ体操・ゲーム・

手芸・お楽しみ会等工夫して開催していきます。

（２）地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住

民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施します。

①コンディショニングコーディネーターによる地域巡回

介護予防サークルやサロン、地域住民を対象にフレイル予防の啓発と定

期的な身体状態の評価、集団または個別に運動指導を行うことで高齢者

の身体機能・認知機能の維持を図り要介護状態に陥ることを予防します。

②町内各所に集いの場（運動の場）の立ち上げ支援

コンディショニングコーディネーターやリハビリ専門職が介入し、住民主体

で継続性のある集いの場を立ち上げ支援を行い、身体機能評価や運動指

導を行う。また自宅からも継続した運動を行うことを習慣づけることで運動機

能の低下を予防し、生き生きと活動的な生活が送れるよう支援します。
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第 3章 計画の基本的な考え方

（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

運動・口腔・栄養・社会参加などの観点から、健康づくりの必要性を周知

し、その実践方法を学ぶ機会を個人・集団に提供していきます。また、取り組

みの継続状況や成果、心身の状況などを確認し、フレイル状態の把握をした

場合には、訪問指導で引き続き個別アプローチを行い、必要に応じて適切な

セルフケアや関係者の介入、医療サービス等につながることができるよう推進

します。

①まちの保健室

地区単位の健康相談の場を設け、個々の生活習慣の振り返りや健康不安

の解決を図り、具体的な健康づくりの方法を学ぶ場とします。また、地区全体

で抱えている健康課題を周知する場としていきます。

②部落・一般健康教室

部落単位・サークル等の任意団体単位に対して、健康教室を実施します。

健康相談・健康講話を行い、健康啓発を行います。食生活の改善方法や、

運動指導など、実践的な学びを提供します。
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第 3章 計画の基本的な考え方

③健康フェスタ

健康寿命１歳延伸を目標に、町民の介護予防の意識を高め、若いうち

から、健康増進の取り組みを継続して行うことで、自立した生活が一日でも

継続できるように支援します。

（４）保険者機能強化推進交付金等を活用した施策

介護予防・重度化防止等に関する市町村の取組を支援することを目的

に創設された交付金で、介護予防事業のほか、高齢者の健康づくりに関す

る新規、拡充事業に活用していきます。

目標３ 介護サービスの充実・向上と介護給付等の適正化

（１）高齢者の住まいの整備

高齢期になっても住み慣れた地域で生活できるよう、住宅改修等による住

環境の整備や公共施設などのバリアフリー化などの推進を図ります。

①養護老人ホーム

65 歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により在宅での養護を受け

ることが困難であると認められる人の生活の場を確保するため、中部地区に

ある施設に業務を委託し、今後も有効に利用していきます。

〇養護老人ホーム措置者数の見込

②軽費老人ホーム（ケアハウスみどり園）

60 歳以上で身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことにつ

いて不安があると認められた人で、家庭環境、住宅事情等の理由により、

居宅において生活をすることが困難な高齢者が低額な料金で入所すること

ができます。今後も既存施設の有効利用に努めます。

区分
第 7 期 第 8 期

H３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

措置者数（実） １ １ １ １ １ １
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第 3章 計画の基本的な考え方

〇軽費老人ホーム整備

③有料老人ホーム等

ケアの専門家が常駐し、生活相談や安否確認サービスが提供され、ひと

り暮らし高齢者・高齢者夫婦世帯が安心して居住できる賃貸の住まいです。

高齢者のニーズにあった住まいの選択が可能となるよう整備していきます。

〇有料老人ホーム等整備

④住宅環境の整備・確保

高齢者が自宅で長く暮らせるよう、住宅環境を整備します。新設の町営

住宅には、手すり設置やバリアフリー化を推進し、既存のものについては、

介護保険サービスの住宅改修等により、高齢者が住みやすい環境へと整

備していきます。

介護保険サービスにおける住宅改修等の居住環境整備については、リハ

ビリ専門職が関与することにより、利用者の身体能力の維持や自立度の改

善、介助者の負担軽減を目指します。

施設名
第 7 期 第 8 期

H３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

ケアハウスみどり園（定員 50 人） 1 1

ケアハウス第２みどり園（定員 30 人） 1 1

施設名
第 7 期 第 8 期

H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

サービス付き高齢者向け住宅鈴ケ野

（定員 20 人）
1 1

夢あじさいことうら（定員 20 人） 1 1

とうはく（定員 10 人） 1 1

ことうら（定員 12 人） 1 1

-29-



第 3章 計画の基本的な考え方

（２）災害、感染症に対する備え

ひとり暮らし高齢者等が、災害発生時に、近所の人や地域支援者から援

助を受けるために、必要な個人情報を登録台帳に整備して地域支援者に提

供し、地域内で安心安全に暮らすことが出来る地域づくりを推進します。

また、近年の災害の発生状況や新型コロナウイルス感染症の流行などを踏

まえ、県、介護事業所等と連携し防災や感染症対策について周知・啓発、研

修、訓練等を実施することが重要です。

①災害時の避難行動要支援者登録制度

障がい者、ひとり暮らし高齢者などが、災害時に地域内で安心安全に暮

らせるよう、「要支援者」として台帳に登録し、行政区役員、自主防災組織、

民生委員、消防団、消防署、警察署などに情報開示することにより、災害

時における避難誘導・救出活動・安否確認等を地域のなかで受けられるよ

うにします。

また、登録台帳は、民生委員の協力により毎年確認作業を行い、随時

更新していきます。

②災害時の避難所確保

町は、災害等で避難した人が一定期間生活する施設として 24 ヵ所「指

定避難所」を指定しています。また、災害の危険から命を守るために緊急的

に身の安全を確保する場所として「指定緊急避難場所」を 51 ヵ所指定して

います。

また、福祉避難所として、町内 7 介護事業所等と協定を締結し、災害発

生時に障がい者、ひとり暮らし高齢者などの対応が可能な避難場所として、

適切に対応できる体制を整備しています。

指定避難所数 24 ヵ所（令和 3 年 3 月 31 日現在）

古布庄 上郷 下郷 浦安 八橋 以西 安田 成美 赤碕

2 0 2 3 6 2 2 2 5
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指定緊急避難場所 51 ヵ所

災害時における要支援者等の一時避難のための施設（令和 3 年 3 月 31 日現在）

（３）介護サービス基盤の充実

介護施設・事業所整備については、現在の事業所等を維持していきます

が、今後の町の情勢を考慮しながら対応していきます。

また、近隣の市町の施設等のサービス利用などの広域的な活用を検討して

いきます。

（４）介護給付の適正化

介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、必要とするサービスを事業

者が適切に提供するよう促すことが重要であり、介護給付の適正化を図ること

が、利用者に対する適切な介護サービスを確保し、介護保険の信頼性を高

め、介護給付費や介護保険料の増大を抑制します。

古布庄 上郷 下郷 浦安 八橋 以西 安田 成美 赤碕

2 1 2 9 8 10 1 8 10

施設名 住所 法人名

琴浦町社会福祉センター 浦安 123-1 社会福祉法人

琴浦町社会福祉協議会琴浦町老人福祉センター 赤碕 1113-1

デイサービス鈴ヶ野 逢束 1210 医療法人社団もりもと

特別養護老人ホームみどり園
八橋 1937

社会福祉法人

立石会ケアハウスみどり園

特別養護老人ホーム百寿苑 赤碕 1061-3 社会福祉法人赤碕福祉会

陽だまりの家とうはく 徳万 70-1 株式会社ソルヘム

介護事業所まほろば 赤碕 1840-7 アメニティ株式会社
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介護給付適正化のための取組み一覧

No 事業名 事業概要
第 7 期

実 績

第 8 期

目 標

１
介護保険出

前講座

介護保険制度について理解を深め、介護予

防の重要性を啓発する目的で講座を開催

します。

延べ

13 回 継続
年

１０回

２
介護認定申

請窓口相談

新規申請にあたり、被保険者の状況を聞き

取り、認定の申請が必要かどうか判断し、

申請者に適切なアドバイスを行います。

100％ 継続 100％

３
認定調査の

事後点検

認定調査結果を事後点検し、不備等があれ

ば調査員へ確認します。
100％ 継続 100％

４
認定調査員

への指導

適正な認定調査を行うため、認定調査員へ

県主催の研修への参加を促すとともに、適

切な調査を行うための指導を行います。

随時

実施
継続

随時

実施

５

介護事業所

との意見交

換会

介護事業所と意見交換を開催し、介護保険

事業等についての検討をします。
年１回 継続 年 1 回

６
ケアプラン

点検

ケアプランが利用者の自立支援に資する

適切なものとなっているか、点検・指導を

行い、ケアマネジャーの資質の向上を目指

します。

町内 6
事業所

継続
町内 6
事業所

7
住宅改修・

福祉用具購

入点検

改修内容や購入された福祉用具が適正な

ものか専門職の助言をもとに申請書類を

点検し、必要な場合は訪問調査を行い、そ

の必要性を確認します。

100％ 継続 100％

8

医療情報と

の突合・縦

覧

点検

鳥取県国民健康保険団体連合会へ点検の

事務委託をし、必要に応じて事業者への確

認・指導を行います。

随時

実施
継続

随時

実施

9 介護給付費

通知

更新申請案内時に、サービスの請求状況等

を利用者に通知し確認していただくこと

で、適切な介護サービスの利用を促進しま

す。

100％ 継続 100％

10
介護事業者

への指導・

監督

地域密着型サービス事業所等の実地指導

を県と連携して行います。また、年 1 回町
内介護事業所を対象に研修会を開催しま

す。

実施 継続 実施

-32-


