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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の背景 

 

２．法的位置づけについて 

 

３．計画の期間 

 

４．他計画との関係 

 

５．計画の策定体制 

 

６．第８期計画の基本指針について 

 

７．日常生活圏域の設定 
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第２章 広陵町の高齢者を取り巻く現状 

１．人口・世帯数 

 

(1) 現在の人口 

(2) 人口の推移 

(3) 将来人口推計 

(4) 世帯数の推移 

 

２．要支援・要介護認定者数 

 

(1) 要支援・要介護認定者数の推移 

(2) 要支援・要介護認定者数の推計 

(3) 要支援・要介護認定者数の推計の内訳 

(4) 認知症高齢者数の推移 

(5) 障害高齢者数の推移 

 

３．給付の状況 

 

(1) 第１号被保険者１人あたり給付月額 

(2) サービス利用状況 

(3) 給付費の状況 

 

４．調査結果 
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(1) 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

(2) 在宅介護調査 
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第３章 計画の基本的な方向 

１．計画の基本理念 

 

広陵町総合計画「みんなの広陵元気プラン」において、本町のあるべき姿として定めている将

来像を目指すため、本計画では２つの基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

２．基本目標 

 

上記の基本理念のもと、３つの基本目標を軸に施策を推進していきます。 

 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

基本目標２ 介護保険サービスの充実強化 

 

基本目標３ 高齢者を支える環境の充実 

みなさんと共に「いい町」づくり！元気な広陵町 
（広陵町総合計画「みんなの広陵元気プラン」より） 

 

目指す将来像 

“協働”のまちづくり 
（広陵町総合計画「みんなの広陵元気プラン」より） 

基本理念① 

住民が自ら健康の保持・増進に努めることにより、 

住み慣れた地域で自立した生活を営むことができる。 

基本理念② 
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３．施策体系 

 

  

基本目標 主要施策 取り組み内容 第８期計画におけるポイント 

１．地域包括ケアシス

テムの深化・推進 

(1)介護予防・日常生活支援総合

事業 

①訪問型サービス 

②通所型サービス 

③短期集中予防サービス 

・総合事業への幅広い医療専門職の関与 

(2)介護予防と健康づくりの推

進 

①介護予防リーダー養成講座 

②介護予防出前講座 

③通いの場づくり支援 

④地域リハビリテーション活動支援事業 

・介護予防と保健事業の一体的な推進 

・リハビリテーションサービスによる活

動能力の向上、社会参加・自立の促進 

(3)生きがいづくりの推進 

①地域活動の促進 

②就労の促進 

・ボランティア活動・就労的活動を通じ

た高齢者の社会貢献 

・個人の特性や希望にあった就労的活動

のコーディネート 

(4)在宅医療・介護連携 
①入退院調整ルール事業 

②国保圏域在宅医療・介護連携推進事業 

・PDCAサイクルに沿った医療・介護連携

の取組の推進 

(5)認知症施策の推進 

①認知症初期集中支援チーム検討委員会 

②認知症初期集中支援チーム 

③認知症カフェ 

④認知症サポーター・キッズサポーター養成講座 

⑤認知症サポーターステップアップ講座 

⑥チームオレンジ設置 

・認知症施策推進大綱に基づく「共生」と

「予防」の施策推進 

(6)地域ケア会議の推進 ①地域ケア会議 ・地域ケア会議等における課題の検討 

(7)地域包括支援センターの 

充実・強化 

①総合相談・権利擁護事業 

②介護支援専門員研修会 

・地域包括支援センターの機能、体制強

化（人員配置、相談支援機能の強化） 
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基本目標 主要施策 取り組み内容 第８期計画におけるポイント 

２．介護保険サービ

スの充実強化 

(1)サービスの整備 

①居宅サービス・介護予防サービス 

②地域密着型サービス 

③施設サービス 

・2025年、2040年の事業量推計 

・有料老人ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅の設置状況等を勘案した事業量

推計 

(2)介護保険事業の適正な運用 
①適正化事業（主要５事業） 

②サービスの質の向上 

 

(3)サービス提供体制の確保 

①介護人材の確保 

②災害・感染症対策の推進 

・介護人材の確保 

・災害、感染症対策（事業所等の備え・職

員の研修、必要な物資の備蓄・調達・輸送

体制の整備、県・保健所等との連携体制） 

３．高齢者を支える

環境の充実 

(1)生活支援体制整備事業 

①広陵ささえ愛（協議体）定例会開催 

②安否確認ボランティア活動 

③生活支援ボランティア活動 

 

(2)高齢者福祉事業等の実施 

①家族介護支援事業（紙おむつの支給） 

②地域自立生活支援事業（配食サービス） 

③軽度生活援助事業 

④ショートステイ事業 

⑤訪問理美容サービス事業 

⑥緊急通報システム利用事業 

⑦高齢者等徘徊 SOSネットワーク事業 

⑧災害時要配慮者の安全確保のための連携 

⑨災害時要配慮者への防災対策のための連携 

・多様な主体によるサービス提供 

(3)介護者への支援 
①支援体制の強化 

②介護離職の防止 

・介護離職防止の観点から、職場環境の

改善に関する普及啓発 

(4)住まいの確保 
①高齢者の住み慣れた住環境の整備 ・生活に困難を抱える高齢者等に対する

住まいの確保と生活の一体的な支援体制

整備 
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

基本目標２ 介護保険サービスの充実強化 

 

基本目標３ 高齢者を支える環境の充実 

 

第５章 介護保険サービスの見込みと介護保険料 

１．介護保険料基準額の推計手順 

 

２．介護保険サービス利用者数の見込み 

 

(1) サービス量の見込み方 

(2) 介護予防サービスの見込み 

(3) 介護サービスの見込み 

(4) 地域密着型サービスの見込み 

 

３．地域支援事業の事業量の見込み 

 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の見込み 

(2) 包括的支援事業・任意事業の見込み 

 

４．介護保険給付費の見込み 
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(1) 介護予防サービス給付費の見込み 

(2) 介護サービス給付費の見込み 

(3) 総給付費の見込み 

 

５．標準給付費の見込み 

 

６．地域支援事業費の見込み 

 

７．第１号被保険者保険料の算定 

 

(1) 財源構成 

(2) 費用負担等に関する事項 

(3) 第１号被保険者負担相当額 

(4) 保険料収納必要額 

(5) 所得段階の設定 

(6) 第１号被保険者一人あたりの月額保険料額 

(7) 所得段階別保険料 

 

第６章 計画の推進体制 

 

 

資料編 

１．計画策定の過程 
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２．広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会委員名簿 

 

３．広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会設置要綱 

 

４．用語集 


