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第1章 計画策定に関する基本方針 

 

本計画は、「本山町いきいきあんしん総合福祉計画 2018」として「第

6 次本山町振興計画」を上位計画とし、「地域福祉計画」、「高齢者福祉計

画」、「介護保険事業計画」、「障害者計画」、「障害福祉計画」を内包する計

画として策定されています。 

関連諸計画の関連性は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

地域福祉計画・地
域福祉活動計画

高齢者保健福祉
計画・介護保険事
業計画

障害者計画・障害
福祉計画

本山町
いきいきあんしん
総合福祉計画

本山町振興計画

本山町健康増進計画

本山町子ども・子育て支援事業計画

（平成２２年度〜）第６次本山町振興計画	

第２期	
地域福祉計画	

第２期地域福
祉活動計画	

第６期計画	

第４期計画	

第３期地域福祉計画・地域福祉活動計画	

第７期計画	

第５期計画	

第８期計画	

第６期計画	

（平成２８年度〜）第２期本山町健康増進計画	

（平成２７年度〜）本山町子ども・子育て支援事
業計画	

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

地域福祉計画・地
域福祉活動計画

高齢者福祉計画・
介護保険事業計
画

障害者計画・障害
福祉計画

本山町
いきいきあんしん
総合福祉計画

本山町振興計画

本山町健康増進計画

本山町子ども・子育て支援事業計画

（平成２２年度〜）第６次本山町振興計画	

第１期	
地域福祉計画	

第２期地域福
祉活動計画	

第６期計画	

第４期計画	

第２期地域福祉計画	

第７期計画	

第５期計画	

第８期計画	

第６期計画	

（平成２８年度〜）第２期本山町健康増進計画	

（平成２７年度〜）本山町子ども・子育て支援事
業計画	

第３期地域福祉活動計画	
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本山町いきいきあんしん総合福祉計画 2018 

本町では、本山町いきいきあんしん総合福祉計画 2015 を、平成 27 年３月
に策定しました。 
今回、内包する全計画が見直し時期を迎えたため、改訂を行うものです。 
 

※ 5 計画の内、地域福祉計画及び障害者計画は、平成 30 年４月〜平成 36 年３月までの

6 カ年計画です。 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障害福祉計画は、平成 30 年４月～平成 33 年３

月までの３カ年計画とします。 

ただし、大幅な法改正などがあれば、必要に応じ計画の変更を行うものとします。 

 

 

第７期 

高齢者福祉計画 

及び介護保険事業計画 
(平成 30～32 年度) 

  第３期 

障害者計画 
(平成 30～35 年度) 

第５期 

障害福祉計画 
(平成 30～32 年度) 

  第２期 

地域福祉計画 
(平成 30～35 年度) 

 

本町で暮らす、６５歳以

上の方を対象に、健康づく

りや福祉サービスのあり方

を計画すると同時に、介護

保険サービスの利用推計を

行い、計画年次内の介護保

険料を算出する計画です。 

  本町で暮らす障がいの

ある方が、在宅や施設で安

心して暮らすことができ

るよう、ニーズを把握した

うえでサービスの種類や

量をどれだけどのように

整備するかを計画するも

のです。 

  本町で暮らす全ての人

が地域の助け合いや支え

合いの活動に取り組み、

より豊かで幸せなまちづ

くりをすすめるための計

画です。 

上記、各計画の対象となる方 

本町で暮らす 65 歳以上

の高齢者及び、40 歳以上で

特定疾患（介護保険法に定

める疾患で、主に加齢によ

り発症する疾患）により何

らかの支援を要する方 

  本町で暮らす身体障害

者手帳を持つ方、療育手帳

を持つ方、精神保健福祉手

帳を持つ方、精神通院受給

者証を持つ方、特定疾患医

療を受給している方、およ

び発達障害の診断を受け

た方 

  本町で暮らす全ての方 
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1. 計画策定の経緯 

本町では、高齢者及び障がい者の健康づくりや福祉の向上について、町

ぐるみで総合的に推進するために、第 6 期高齢者保健福祉計画及び介護保

険事業計画、第 2 期障害者計画及び第 4 期障害福祉計画、第 1 期地域福

祉計画（平成 24 年 3 月策定）を内包する「本山町いきいきあんしん総合

福祉計画 2015」を、平成 27 年 3 月に策定してきました。 

今回、内包する全 5 計画が、見直し年次を迎えることになりました。 

そこで、第２期地域福祉計画及び第３期障害者計画を平成 35 年度まで

の６カ年計画、第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画、第５期障害福

祉計画を平成 32 年度までの３カ年計画として内包する「本山町いきいき

あんしん総合福祉計画２０１８」を策定しました。 

なお、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により平成 30 年度

から策定が義務付けられている障害児福祉計画は、根拠法となる児童福祉

法及び厚生労働大臣の定める「基本指針」にのっとり必要な事項を検討し

た上で、障害福祉計画に内包するものとします。 

 

2. 計画の法的位置づけ 

計画の法的位置づけは、以下のとおりです。 

計画の種別 法令根拠 

地域福祉計画 社会福祉法第１０７条 

高齢者福祉計画 老人福祉法第２０条の８ 

介護保険事業計画 介護保険法第１１７条 

障害者計画 障害者基本法第１１条第 3 項 

障害福祉計画 

（障害児福祉計画含む） 

障害者総合支援法第８８条第 1 項 

児童福祉法第３３条の１９ 
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3. 計画期間と見直し時期 

計画期間と見直し時期は、以下のとおりです。 

計画の種別 計画期間 見直し時期 

第２期 

地域福祉計画 

平成 30 年４月から 

平成 36 年３月まで 
平成 36 年３月 

第７期 

高齢者福祉計画 

平成 30 年４月から 

平成 33 年３月まで 
平成 33 年３月 

第７期 

介護保険事業計画 

平成 30 年４月から 

平成 33 年３月まで 

第３期 

障害者計画 

平成 30 年４月から 

平成 36 年３月まで 
平成 36 年３月 

第５期 

障害福祉計画 

平成 30 年４月から 

平成 33 年３月まで 
平成 33 年３月 

ただし、進捗管理は、計画策定委員会を運営推進委員会に改組し、

毎年計画の進捗管理及び次年度以降の事業実施の検討を行います。 

4. 計画策定体制 

本計画の策定にあたり「本山町地域福祉計画策定委員会」を設置し、計

画内容の審議を３回行いました。 

また、町内を６ブロックに分けた上で、全ての地域に呼びかけ、「地域

の宝物を振り返ること」と「自分たちで取り組めること」をテーマに、ブ

ロックごとに座談会を 2 回開催し、意見を集約した内容を本計画に反映し

ています。 
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第 2 章 町の現状と将来推計 

1. 町の人口推移 

前計画期間の初年度に 3,634 人（平成 27 年 9 月末）の人口は、3 年

間で 34 人減少し 3,600 人（平成 29 年 9 月末）となっています。 

ただし、平成 27 年から平成 28 年にかけて 90 人減少しており、平成

29 年には 180 人減少すると見込まれるところ、「総合福祉ゾーン 天空

の里」が平成 29 年 4 月に開所したことから、町外からの利用者の転入が

あり、平成 28 年から平成 29 年にかけて、56 人の増加となっています。 

このことを考慮し、平成 27 年から平成 28 年の変化を基準として、今

後の人口を平成 37 年度まで推計すると、総人口は、3,600 人（平成 29

年 9 月末）から 3,307 人（平成 37 年 9 月末）となり、293 人の減少

が見込まれてます。 

また、高齢化率は、45,0％から 44.9％と変化しませんが、高齢者に占

める後期高齢者の比率が 62.7％から 71.0％と増えることが見込まれて

おり、介護予防活動を強化する取り組みが求められます。 

 

資料：本山町住民票基本台帳からコーホート変化率法により推計 

2015年 

平成27年 

2016年 

平成28年 

2017年 

平成29年 

2018年 

平成30年 

2019年 

平成31年 

2020年 

平成32年 

2025年 

平成37年 

90歳〜 138 155 197 205 195 195 299

85〜89歳 234 231 251 241 241 231 229

80〜84歳 298 282 290 267 260 249 231

75〜79歳 291 292 277 268 276 259 294

70〜74歳 282 243 272 281 306 310 249

65〜69歳 326 353 333 307 270 268 181

40〜64歳 1,074 1,049 1,030 1,012 986 946 891

0〜39歳 991 939 950 950 948 954 933

高齢化率 43.2% 43.9% 45.0% 44.4% 44.5% 44.3% 44.9%

後期高齢者比率 61.2% 61.7% 62.7% 62.5% 62.8% 61.8% 71.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

本山町人口推計と高齢化率・高齢者に占める後期高齢者の割合 

90歳〜 

85〜89歳 

80〜84歳 

75〜79歳 

70〜74歳 

65〜69歳 

40〜64歳 

0〜39歳 

高齢化率 

後期高齢

者比率 
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2. 高齢者の現状および将来推計 

高齢者人口の推移を見ると、「総合福祉ゾーン 天空の里」の開所の影

響を除いて、前計画の推計通り高齢者の総数は減少する傾向にあります。 

高齢化率は 45％前後で変化しないものの、後期高齢者の総数は約

1,000 人で推移し、高齢者に占める後期高齢者の比率が増えていくもの

と見込まれています。 

このことは、要介護状態になる可能性のある年齢層の割合の増加を意味

します。これまでも取り組んできた健康寿命を延伸する取り組みが、一層

重要となります。 

 
資料：本山町住民票基本台帳からコーホート変化率法により推計 

608  596  605  588  576  578  
430  

354  

961  960  
1,015  

981  972  935  

1,053  

1,033  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2015年 

平成27年 

2016年 

平成28年 

2017年 

平成29年 

2018年 

平成30年 

2019年 

平成31年 

2020年 

平成32年 

2025年 

平成37年 

2030年 

平成42年 

被保険者数（前期・後期）と高齢化率後期高齢者の割合の推移 

75歳以上 

65〜74歳 

高齢化率 

後期高齢者

比率 
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3. 障がい児・者の状況  

本町で暮らす障がいのある人の数を交付された手帳別で見ると、以下の

とおりです。平成 26 年度末と平成 28 年度末を比較すると、合計では４

人増加しています。身体障害者手帳所持者は 10 人減少し、療育手帳及び

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、年々増加しています。 

表：障害者手帳交付者数の推移 
         （単位：人） 

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

身体障害者手帳 322 321 312 

療育手帳 42 44 47 

精神障害者保健福祉手帳 21 24 30 

合計 385 389 389 

 

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

精神障害者通院受給者証 66 65 67 

     資料：高知県障害者手帳交付台帳から引用 

（各年度末） 
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1）身体障がい児・者の状況 

平成 29 年３月末現在の身体障害者手帳所持者数は 312 人です。 

年齢別では、65 歳以上の高齢障がい者が 87.2％（272 人）とそ

のほとんどを占めています。 

障がいの部位別では、肢体不自由が最も多く、手帳所持者全体

の 60.6％（189 人）を占めています。 

障がいの等級別では、2 級が 12 人減少しています。 

また、各障がいの手帳の取得者数は、平成 26 年度と比べて同数か

減少しています。 

表：身体障害者手帳交付者数の推移 
          （単位：人） 

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
増減率 

（H26～28） 

身体障がい児・者 合計 322 321 312 -10  -3.1% 

年

齢

別 

１８歳未満 1 1 1 0 0% 

１８〜６４歳 41 40 39 -2 -4.9% 

６５歳以上 280 280 272 -8  -2.9% 

障

が

い

部

位 

視覚障害 15 17 15 0 0% 

聴覚・平衡機能障害 16 16 16 0 0% 

音声・言語・そしゃ

く機能障害 
3 3 3 0 0% 

肢体不自由 206 197 189 -17  -8.3% 

内部障害 82 88 89 7  8.5% 

等

級 

１級 73 77 72 -1  -1.4% 

２級 45 36 33 -12 -26.7% 

３級 68 69 70 2 2.9% 

４級 98 101 100 2  2.0% 

５級 23 24 23 0 0% 

６級 15 14 14 -1 -6.7% 

     資料：高知県障害者手帳交付台帳から引用 

（各年度末） 
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2）知的障がい児・者の状況 

平成 29 年３月末現在の療育手帳所持者数は 47 人です。 

平成 26 年度から平成 28 年度の３年間で 5 人増加しています。 

表：知的障がい程度別・療育手帳所持者数の推移 
          （単位：人） 

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
増減率 

（H26～28) 

知的障がい児・者 合計 42 44 47 11.9% 

年齢 

18歳未満 3 5 5 66.7% 

18〜64歳 33 33 34 3.0% 

65歳以上 6 6 8 33.3% 

級別 

A1（最重度） 5 5 6 20.0% 

A2（重度） 13 13 13 0% 

B１（中度） 9 9 9 0% 

B２（軽度） 14 16 18 28.6% 

A（旧制度−重度） 0 0 0 － 

B（旧制度−中軽

度） 
1 1 1 0% 

資料：高知県障害者手帳交付台帳から引用 

（各年度末） 

        

3）精神障がい児・者の状況 

平成29年３月末現在の精神障害者保健福祉手帳所持者数は30人

です。 

平成 26 年度から平成 28 年度の 3 年間で 9 人増加しています。 

表：精神障がいの等級別・精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
               （単位：人） 

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
増減率 

（H26～28） 

精神障がい児・者合計 21 24 30 42.9% 

等

級 

１級 3 5 3 0% 

２級 15 15 19 26.7% 

３級 3 4 8 166.7% 

         資料：高知県立精神保健センター資料から引用 

（各年度末） 

 

  



 

10 

4）18 歳未満の手帳交付者の状況 

手帳の交付者数は、平成２６年度から平成 28 年度にかけて、療育

手帳が 2 人、精神障害者保健福祉手帳が 1 人増加しており、平成２

８年度末は 7 名となっています。 

表：18歳未満の手帳交付者数の推移 

                  （単位：人） 

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
増減率 

（H26～28） 

身体障害者手帳 1 1 1 0% 

療育手帳  3 5 5 40.0% 

精神障害者保健福祉手帳 0 1 1 0% 

合計 4 7 7 75.0% 

    資料：高知県障害者手帳交付台帳から引用（各年度末） 

 

5）難病患者の状況 

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち厚生

労働省が定める疾病を「指定難病」といいます。治療に係る医療費の

一部を公費で負担する指定難病医療費助成制度があり、対象者には特

定医療費医療受給者証が交付されます。 

対象となる疾病は、平成 26 年５月に公布された「難病の患者に対

する医療等に関する法律」により、平成 27 年１月には 56 疾病が

110 疾病へ、平成 27 年 7 月から 306 疾病へ、平成 29 年 4 月か

ら 330 疾病へと対象疾病が拡大されています。小児慢性特定疾病に

ついても、平成 29 年 4 月から 722 疾病が対象となっています。 

平成２８年度末の特定疾患医療受給者は 35 人、小児慢性特定疾病

医療受給者は 2 人となっています。 

表：特定医療（指定難病）制度・小児慢性特定疾病医療制度 受給者数の推移 

                 （単位：人） 

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

特定医療（指定難病） 29 33 35 

小児慢性特定疾病医療 2 2 2 

合計 31 35 37 

資料）特定医療（指定難病） 高知県中央東福祉保健所（Ｈ26.12 月末,Ｈ28.3 月末、Ｈ29.3 月末） 

資料）小児慢性特定疾病医療 高知県健康対策課（各年度末） 

平成 27.1.1 から制度改正により名称変更 小児慢性特定疾患医療から小児慢性特定疾病医療 
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6）発達障がい者の状況 

自閉症などを含む発達障害は、発達の遅れや機能獲得の困難さなど

が生じる心身の障がいを包括するものとされ、発達の遅滞は適切な療

育により改善することもできると考えられています。 

しかし、障がいが一見してわかりづらいことや発達障害に対応でき

る専門家（児童精神科医など）が国全体で極めて少ないために支援が

立ち遅れ、そのため社会的な理解も十分に得られず、これまで本人や

保護者は大きな負担を強いられてきました。 

本町では、乳幼児健診等での早期発見と保育所・学校、教育委員会

等との「気になる子ども」の情報共有と支援方法の検討を実施してい

ますが、個別の相談体制については今後の課題となっていることから、

障がい児の生活環境や望む支援内容等について関係機関へのヒアリ

ングによって把握を行い、サポート体制やサービスの充実を検討して

いるところです。 

今後も、県や保育所・学校、教育委員会など関係機関と協力しなが

ら、発達障害への適切な支援や理解促進を図って行っていくことが求

められます。 

表：発達障がい児の推移（１歳６ヶ月健診で障がいが疑われ、要フォローとなった対象者数） 
                 

区分 平成2６年度 平成2７年度 平成2８年度 

要フォローとなった人数 2 3 3 

診断のついた人数 1 2 1 

資料：町資料（各年度末） 
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（発達障害の規定） 

● 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってそ

の症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるも

のをいう（発達障害者支援法 第 2 条第 1 項） 

● 「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生

活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のう

ち 18 歳未満のものをいう。（発達障害者支援法 第 2 条第 2 項） 

● 政令で定める「障害」は、脳機能の障害であってその症状が通常低

年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害そ

の他厚生労働省令で定める障害とする（政令第百五十号 発達障害

者支援法施行令） 

● 厚生労働省令で定める「障害」は、心理的発達の障害並びに行動及

び情緒の障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障

害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障

害を除く。）とする（厚生労働省令第八十一号 発達障害者支援法施

行令） 

（発達障害者支援法に定める市町村の主な責務） 

● 市町村と教育委員会は各健康診査の際に発達障害の早期発見に十分

留意すること。児童に発達障害の疑いがある場合は、児童及び保護

者の意思を尊重したうえで継続的な相談、必要に応じて発達障害者

支援センター等を紹介、又は助言を行う（第 5 条、6 条） 

● 市町村は、保育の実施に当たって発達障害児の健全な発達が他の児

童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をする（第

7 条） 

● 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の

機会の確保を図るため、適切な配慮をする（第 9 条） 

● 市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行

えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置

を講じる（第 10 条） 

● 市町村は、発達障害者の希望に応じて、社会生活への適応のために

必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居、その他

の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努め

る（第 11 条） 

● 市町村は、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の

家族に対して相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努める

（第 13 条） 
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第 3 章 計画の基本的な考え方 

1.いきいきあんしん総合福祉計画の基本理念 

誰もが一人ひとりいきいきと輝いて暮らせるまち本山町 

本町で暮らす全ての人が、お互いにそれぞれを大切にし、大切にされる

地域共生社会を構築していきます。 

地域共生社会とは、地域の中で達成するものであり、子どもから高齢者

まで、また障がいの有無を超えて全ての人が地域の構成員として、あらゆ

る社会活動に参加・参画する社会です。 

全ての人があらゆる社会活動に参加・参画するためには、社会的弱者と

いわれる、高齢者や障がいのある人が、助けられるべき対象者として捉え

られるのではなく、一人の人権を持つ人であることを前提とし、それぞれ

の自己実現が何よりも大切であると考えます。 

「誰もが一人ひとりいきいきと輝いて暮らせるまち本山町」の理念を掲

げ、そんな素敵なまちの実現を目指します。 
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2. 理念を実現していくための考え方 

エンパワメント 高齢者や障がい者の主体性を尊重し、自己実現を支援する 

エンパワメントとは、その人のハンディキャップやマイナス面に着目して援助する

のではなく、長所、能力、強みに着目して、本来有している力を引き出すために支援

することをいいます。 

支援が必要となった高齢者や障がい者が自分の能力や長所に気づき、自分に自信を

持ち、主体的に取り組めるよう、一人ひとりのライフステージに応じた連続性のある

支援を行うことが必要です。 

ソーシャル・インクルージョン 
高齢者、障がい者など全ての人を地域社会

が同じ住民として包み込む 

ソーシャル・インクルージョンとは、すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から

援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合

う理念のことをいいます。 

地域における支え合いを構築するため、住民団体やボランティア、ＮＰＯ法人、行

政、関係機関等のネットワークを構築し、地域社会全体が高齢者や障がいのある人を

包み込むような福祉のまちづくりの推進が必要です。 

ノーマライゼーション 高齢者や障がい者の自立と社会参加を支援する 

ノーマライゼーションの考え方は、支援が必要となった高齢者や障がい者を「普通

の人」にするのではなく、その人たちをまるごと受け入れて、「普通の生活条件」を

提供することにあります。 

これらの人が自らの日常生活を管理し、責任ある個人として主体的に生きることが

できるよう、個人の能力と状態に応じた支援体制の構築が必要です。 

権 利 擁 護 高齢者や障がい者の権利と暮らしを守る 

人権とは、すべての人が生まれながらに持っている不可侵の権利です。 

家庭、学校、地域社会等のあらゆる場面で、生命の尊さ、個性の尊重、他者との共

生など一人ひとりの人権を尊重するとともに、自分の権利やニーズを主張することが

困難な人が、安心して暮らせるよう、関係機関のネットワークの構築が必要です。 

ローカル・ガバナンス 
支援を必要とする高齢者や障がい者を中心とする

多様な主体の協働により福祉施策を推進する 

ローカル・ガバナンスとは、公共の領域を担うのは住民側にあることを前提として、

住民、行政、議会による住民自治の本旨による自立した地域づくりを意味します。 

障がいのある人、地域住民、ボランティア、ＮＰＯ法人、行政等の地域の多様な主

体が情報を共有し、相互理解と住民参加による総合的な施策の推進体制の構築が必要

です。 
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3. 重点施策 

1）介護予防と重度化予防で健康寿命をのばす 

 

前計画期間（平成 27〜平成 29 年度）において、要介護認定率が

20.1％から 18％まで約２％減少しました。この２％は住宅改修など

一時的に介護保険を利用したい方で、継続した介護サービスを利用す

る意向のない方に対し、認定更新手続きを控えていただく取り組みの

成果を含んでおり、実質的な介護予防の成果とは言えません。 

介護予防の取り組みは、生活習慣の見直しなど、住民の意識改革か

ら始めなければならず、時間のかかる取り組みであることから、本町

の取り組む健康づくり活動である「白米大作戦（平成 28 年度から実

施）」（男性は米寿 88 歳女性は白寿 99 歳を健康寿命の目標とする健

康づくりの取り組み）を地域ミニデイサービス事業に取り入れ、健康

への意識づくりを進めます。 

また、本計画期間中には、住民の健康への関心を喚起し、運動など

健康づくりへの取り組みが住民の主体性により継続されるように、地

方創生推進交付金を活用した「リハビリキッチン推進プロジェクト」

で「てくてくお遍路」システムを完成させ、希望する地域のミニデイ

サービス事業に導入できるよう取り組みを進めます。 
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2）地域包括ケアシステムの強化と推進 

平成 29 年 4 月には、町内に新たな「総合福祉ゾーン 天空の里」

が整備されたことにより、介護が必要になっても安心して本町で暮ら

し続けることができる環境が、一層充実されました。 

一方、今後、後期高齢者の比率が増えて行くことが見込まれる中、

介護予防・重度化予防に取り組み、健康寿命を延伸していくためには、

保健活動、医療体制、介護福祉の連携のもと、以下の 5 つの要素で

総合的に取組みを進める必要があります。 

(ア) 保健師を中心とする健康教育 

(イ) 早期発見早期治療のための健診受診率の向上 

(ウ) 地域の住民活動に根ざした生きがいづくり・健康づくり 

(エ) 社会福祉協議会による地域福祉の推進 

(オ) 町立嶺北中央病院等と連携し、切れ目のない在宅医療と介護の

連携推進 

今後は、各機関が連携して、地域包括ケアシステムを強化推進して

いきます。 

 

＜「総合福祉ゾーン 天空の里」の整備内容＞ 

特別養護老人ホーム 90 床（うちショートステイ 10 床） 

養護老人ホーム 60 床 

ケアハウス 30 床 

デイサービス 1 日定員 20 人 

認知症デイサービス 1 日定員 12 人×３ユニット 
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３）認知症対策の充実 

本町でも高齢化が進むことで認知症を発症する方が増えてきてい

ます。認知症になっても早期発見と専門医への早期受診により、進行

を遅らせることが可能になってきました。 

また、住民の認知症に対する理解が進むことや専門職の正しい支援

により、認知症の周辺症状を軽減し、安心して地域生活を継続するこ

とができるとも言われています。これら最新の実践成果を参考にしな

がら、新たに認知症ケアパスを導入することで早期発見から介護の必

要な段階まで、本人やご家族の希望に添った認知症対策の充実に取り

組んでいきます。 

もし認知症になっても、住み慣れた地域で暮らし続けるためには、

「ご近所づきあい」等の地域の見守り体制が必要です。平成 26 年 7

月に発足した「本山町地域見守りネットワーク推進会」においても、

認知症の方に対する見守りと地域への支援方法を協議していきます。 

加えて、認知症に限らず、障がい者を含めた支援を必要とする住民

に対し、権利擁護の観点から、成年後見制度や権利擁護事業の普及啓

発に取り組んでいくことが必要です。 

 

４）介護予防・日常生活支援総合事業の推進と基盤整備 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下総合事業）は、町が中心と

なって、地域の実情に応じて、多様な主体が参画し、多様なサービス

を充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等

に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目指すもの

として創設されました。 

これにより、平成 28 年度から介護保険事業の予防給付の内の訪問

介護と通所介護が町の実情に応じた取組みができる、地域支援事業に

移行しました。これまでの介護事業所に加えて NPO や民間企業、ボ

ランティアなど地域のさまざまな担い手ができることを持ち寄って、

地域ぐるみで支え合う仕組みを作ることができるようになりました。 

今後も、地域の需要を捉えながら、総合事業の推進と基盤整備に

努めます。 
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５）バリアフリーの実践とノーマライゼーション1の理念の普及 

障がいがあっても健康でいきいきと暮らすことができるよう、でき

ない部分を支えるエンパワメント2支援と社会参加を妨げる物理的、

精神的障壁を取り除くバリアフリーを実践します。 

また、全ての人が普通に生きることができることを目指した、ノー

マライゼーションの理念を普及・啓発して行きます。 

 

６）介護人材確保・育成 

介護人材の確保は、全国的にも困難な状況が続いています。 

特に中山間地域では、在宅介護サービスの基盤整備を推進していこ

うとしても、専門的支援のスキルを持つ介護従事者の確保が難しい状

況です。 

また、本町が位置する山間地域では、通常の指定を受けて人員を配

置した場合、ニーズの絶対数が少ないことから、収支が成り立ちにく

く、基盤を整え難い環境にあります。 

これらの課題を解決していくために、 

１. 移住政策と連携した人材確保策の展開 

２. 地域内の人材育成研修の実施と継続 

３. 役割分担の明確化と制度の柔軟な対応 

以上のような取り組みが必要であると、捉えています。 

サービスごとに必要とされるスキルを明確にし、役割分担をするこ

とで軽度なニーズには地域支援事業や地域の共助による支え合い活

動（いきいきふれあいセンター事業など）で対応し、より高度なスキ

ルを求められる支援に関しては、柔軟な対応で地域内の人材資源を有

効活用することなどが必要です。 

 

                                            
1 ノーマライゼーション：障がい者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活

を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方。 
2 エンパワメント：一般的には、個人や集団が自らの生活への統御感

とうぎょかん

を獲得し、組織的、社会

的、構造に外郭的な影響を与えるようになること、人びとに夢や希望を与え、勇気づけ、人が

本来持っているすばらしい、生きる力を湧き出せさせること。 
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７）助け合い支え合いのある町づくり 

全てを公的支援に頼るのではなく、社会福祉協議会が策定する地域

福祉活動計画の推進と連携しながら、組織率 100 パーセントになっ

た自主防災組織等を核に、町内各種団体の活動を支援し活性化させて

いくことによって、地域の絆による思いやりの心を育み、助け合いや

支え合いのある町づくりを進めます。 

このことは、制度の隙間を埋めていく効果はもちろん、本町に住む

一人ひとりが誰かの役に立つという、人生における「自己有用感」を

育て、更に「生きがい」や「健康づくり」にもつながると考えます。 

 

現在、町内では、社会福祉協議会を中心に「本山町地域見守りネ

ットワーク推進会」が組織され、活動を始めています。災害時要配

慮者対策から、日ごろの見守り活動につなげていくモデルとして、

全県から注目されています。今後も関係機関の連携のもと推進しま

す。 
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4. 施策の推進方法 

1）自助・互助・共助・公助がそれぞれ役割をはたし目標を達成するた

めの取り組み 

障がいがあっても一人ひとりにとって健康な状態はあり、その健康

は、全ての住民が豊かな人生を送るうえでの一人ひとりの資源です。 

健康づくりは、励まし合いながら取り組むことはできても、最終的

には個人の取り組みの成果として成立するものです。 

一方、福祉を「幸せの実現」と捉えるとすれば、幸せはそれを感じ

るのは個人であったとしても、人間が社会的生物であるかぎり自分一

人で幸せを実現することはできません。家族や近所の人が共に幸せで

あってこそ、初めて自らの幸せを感じることができます。 

本計画の基本理念を実現していくためには、健康づくりや疾病予防

などに住民自らの自助努力による取り組み、地域内の助け合い支え合

いなどの互助による取り組み、介護保険や健康保険に代表される社会

保険制度による共助、そしてそれらを支える公助がそれぞれに役割分

担し、４つの「助」が地域全体に充分浸透した姿があってこそ、初め

て実現すると考えられます。 

 

(出典) 三菱UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ『＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構築

における今後の検討のための論点』平成25 年3 月 
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2）実効性のある計画とするための進捗管理 

計画の進捗管理のため、PDCA(Plan Do Check Action)サイクル

による管理方式を活用し、計画を評価する委員会を策定委員会のメン

バーをもとに新設、この委員会が定期的に進捗状況を確認することで、

継続的に地域福祉やサービスの質の向上に取り組んでいきます。 

 

3）住民ニーズ主体の総合的施策の展開 

集落規模が小さい地域を多く抱える本町は、国の定める法にのっと

った制度を運用することは、採算面から困難なことが多く、地域住民

の小さなニーズに応えにくい状況があります。  

しかし、今回の計画を策定するにあたり、「在宅介護実態調査」を

実施した結果、「介護のために離職した方はいないこと」や「在宅で

の介護者が求める支援」等も確認できたことから、在宅介護支援につ

いて、住民の思いにも焦点を合わせながら関係者とともに協議します。 

中山間地域で、住民一人ひとりのニーズに応えていくためには、制

度の枠を乗り越えて、社会教育や学校教育、産業振興など、他事業と

の連携を図るなど、工夫してさまざまな施策を総合的に展開する必要

があります。 

また、介護保険事業会計だけでなく、「ふるさと納税」等の制度を

活用することで、高齢者福祉を幅広く展開する施策を検討していきま

す。 

 

5. 施策の推進体制 

計画の推進体制として、高齢者福祉計画と介護保険事業計画は、地域包

括支援センター運営協議会が、また、障害者計画と障害福祉計画は、れい

ほく地区障害者自立支援協議会の本山町部会が、地域福祉計画は、本山町

健康福祉課と本山町社会福祉協議会が中心となり推進し、それぞれの事業

成果を年一回統合する形で、本山町地域福祉運営推進委員会が報告を受け、

進捗管理する体制を整えています。 
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総合福祉計画 2018（各論） 



 

23 

総合福祉計画の施策体系 

本山町いきいきあんしん総合福祉計画 2018の施策体系は、以下のとおりです。 

計画 施策 項目 

第
１
章 

地
域
福
祉
計
画 

１ .全ての住民が一人ひとり大

切にされる、助け合い支えあ

いのあるまちづくりのために 

１）地域福祉を住民が主役となり共に作るために（総論） 

２）地域福祉の対象者と推進方策 

３）地域づくりの推進役に、本山町社会福祉協議会の役割を方

針転換 

２ .地域課題解決のための具体

的取り組み 

１）住民自らが健康に関心を持ち、地域で支え合いながら健康

寿命が伸びていく仕組みづくり 

２）生活困窮など社会的な課題解決のために 

３）生きがいづくりと地域福祉拠点整備のために 

４）地域の見守り体制と災害時要配慮者対策 

５）世代間の役割分担と支え合い 

６）権利擁護を推進する取り組み 

第
２
章 

高
齢
者
福
祉
計
画 

１.病気を予防し健康に暮らす

ために 

１）生活習慣病予防の推進 

２）健診（検診）の受診率の向上 

２.介護予防、重度化予防の推

進 

１）地域支援事業の充実 

２）認知症対策と成年後見及び権利擁護への取り組み 

３.地域における安心・安全な

暮らしの確保 

１）急性期医療とリハビリテーション 

２）かかりつけ医、かかりつけ歯科医の普及と地域医療の役割

分担 

３）移動を支える体制 

４）今後の施設整備のあり方 

４.高齢期の生きがいづくりと

自立生活への支援 

１）産業振興による稼ぎと生きがいづくり 

２）高齢期の自立生活への支援 

第
３
章 

介
護
保
険
事
業
計
画 

１.介護保険事業の推進 １）サービスの基盤整備  

２）地域包括ケアシステムの推進 

２.介護保険サービス事業量の

見込みと保険料の設定につ

いて 

１）介護保険対象者の動向 

２）介護保険の利用状況 

３）事業量及び給付費推計の考え方 

４）第１号被保険者保険料 

５）円滑な制度運営のための方策 
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計画 施策 項目 

第
４
章 

障
害
者
計
画 

１.障害者施策の基本目標  

２.施策体系  

３.施策の展開 １）お互いを思いやり、ともに支え合う環境づくり 

２）地域生活を支える保健・福祉・医療の充実 

３）心豊かな暮らしをもたらす社会参加の促進 

４.計画の推進に当たって １）計画の推進体制の確立 

２）専門従事者の育成・確保 

３）行政職員の資質向上 

４）財源の確保 

第
５
章 

障
害
福
祉
計
画 

１.障害福祉をめぐる状況と

今後の課題 

１）障がいのある人等の状況 

２）平成 28 年度の目標達成状況 

３）障害福祉サービスの利用実積 

４）地域生活支援事業の利用実積 

５）障害児支援サービスの実積 

６）アンケート調査の結果 

７）第 5 期障害福祉計画策定にあたっての課題 

２.障害福祉サービス等の見込

み量と確保のための方策 

１）平成 32 年度の目標設定 

２）障害福祉サービスの見込量と確保のための方策 

３）地域生活支援事業の見込量と確保のための方策 

４）障害児支援サービスの見込量と確保のための方策 
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第 1 章 地域福祉計画 

1. 全ての住民が一人ひとり大切にされる、助け合い支えあいのあるまちづ

くりのために 

1）地域福祉を住民が主役となり共に作るために（総論） 

各地域の住民の意見を聞くために、住民ワークショップに参加し

ました。その時、「あなたにとって福祉ってなんですか？」と問うと、

「ヘルパーさん？」や「デイサービスのこと？」という回答が聞か

れました。このように「福祉」とは、「福祉サービス」と理解されて

いる方が多いようです。 

 

「福祉」という言葉を辞書で調べると、「しあわせ」や「ゆたかさ」 

を意味する言葉とあります。元気な方にとって「ヘルパーさん」や 

「デイサービス」のように「福祉サービス」はまだ必要ないのかも 

しれませんが、「しあわせ」や「ゆたかさ」はまだ必要ありません 

という人は少ないのではないでしょうか。 

 

 地域福祉とは、この「しあわせ」や「ゆたかさ」を住み慣れた家

庭や地域の中で実現しようとするものです。誰かがする、誰かにして

もらうといった一方通行のありようではなく、地域ぐるみで「しあわ

せ」や「ゆたかさ」を作っていこうとするものなのです。 

私たちには、自分の身の回りの「困ったな」「気になるな」などの

様々な気づきがあります。地域福祉を実現するということは、これら

の解決のために「自分ができることは何か」と考えたり「行動してみ

よう」と思ったりすることから始まります。 

 

 

 

 

 

※地域福祉の定義 

 誰もが住み慣れた家庭や地域で安心していきいきと暮らしていくために、地域住

民や地域の各団体、ボランティア、福祉サービス提供者、行政などが連携し、制度

によるサービスを利用するだけでなく、地域で人と人の繋がりを大切にし、お互い

に助けたり、助けられたりする関係を築きながら、共に生き、支え合う社会を実現

しようとすること。 
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地域福祉の推進とは、住民による地域づくり・幸せづくり 

 

地域福祉の種とは、住民が自ら自分たちの地域の幸せを願う心です。 

種を蒔き、発芽したての若葉は、生命力にあふれていますが、風雨

などから守る必要があります。立派な樹に育ち、実を結ぶまでには、

長い時間が必要です。 

大切に育てた、地域福祉の森は本町にとってかけがえのない資源と

なるでしょう。 

本町は、地域福祉の森づくりに取り組みます。 
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本町は、豊かで幸せな地域をつくり、地域福祉を推進するため、以

下のように、実施主体と役割が異なる３つの計画を連動させることを

意識し、住民の意思と参加を尊重しながら、各地域に相応しい取組み

の具体化に積極的に関わります。 

また、各地域の取組みと現有の福祉サービス（フォーマル及びイン

フォーマルサービス）を組み合わせることで、地域に必要な支援策の

充実を推進します。 

計画 
本山町 

地域福祉計画 

本山町 

地域福祉活動計画 
集落活動計画 

実施

主体 

本山町 本山町 

社会福祉協議会 

町内各集落 

根拠

法 

社会福祉法 107 条 ― ― 

目的 

地域福祉推進のために環

境調整をどのように行う

かを計画します。 

各集落が主体的に行う地

域福祉活動を、どのように

支援するかを計画します。 

各集落が、自分たちでで

きることを考え、何をど

のように、いつまでに取

り組んでいくかを計画

します。 

策定

方法 

本山町地域福祉計画策定

委員会による検討 

本山町地域福祉活動計画

策定委員会による検討 

集落座談会や地区会に

よる検討 

概要 

地域福祉推進のための大

きな道筋を描きます。 

・ 地域福祉推進に係る財

源の検討。 

・ 地域福祉推進のための

基盤整備の検討。 

集落活動計画の推進を支

援します。 

・ 計画の一覧を作成し、各

地区が互いに刺激を受

ける情報支援。 

・ 集落の話し合いに参加。

（ファシリテータ3支

援） 

集落座談会で話し合っ

た結果を集落活動計画

の原案とし、各地区会で

取り組み内容を検討。 

できることから順次実

施していきます。 

 

 

 

                                            
3 ファシリテータ：話し合いに参加し意見を引き出したり、合意に向けての論点整理をするこ

と。 
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2）地域福祉の対象者と推進方策 

前述１）で示した３計画の対象者は、「すべての住民」です。 

性別や年齢に関係なく、すべての住民が対象であり、主役でもあり

ます。 

計画策定時に実施した座談会での話し合いの結果を原案として、地

域ごとに集落活動計画を策定し、まずできることから取り組み始めま

す。 

また、事業を推進するために必要な財源についても、確保するため

の検討を行います。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内   容 部  署 

地域支援（要配慮者への支

援を含む） 

各地域の地域福祉を考慮した集落活動

計画が実現できるよう、要望に応じた支

援を行う。 

社会福祉協議会 

社会福祉大会 社会福祉大会のプログラムに集落活動

計画の進捗状況を発表できる機会を設

ける。 

社会福祉協議会 
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3）地域づくりの推進役に、本山町社会福祉協議会の役割を方針転換 

本山町社会福祉協議会は、介護保険制度の創設以来、中山間地域の

在宅福祉サービスを担うために、デイサービス事業やヘルパー事業を

行って来ましたが、平成 29 年 4 月に「総合福祉ゾーン 天空の里」

が創設され、介護サービスの基盤が整って来たことから、本山町社会

福祉協議会の本来業務と考えられる地域福祉を一層推進するように、

方針を転換しました。 

今後、本山町社会福祉協議会は、地域づくり活動を始め、地域包括

ケアシステムの一翼を担うボランティアの活動支援、生活困窮対策な

ど地域福祉推進拠点となるよう機能強化を図っていきます。 

 

 ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内   容 部  署 

いきいきふれあいセンタ

ー事業 

※あったかふれあいセンタ

ー事業を本町では、上記のよ

うに言い換えています 

集う、つなげる、地域支援等の機能を活

かし、生活支援ニーズや地域ニーズを拾

い上げ、地域住民及び関係機関との連携

を図ることで、助け合い支え合う福祉拠

点としての機能強化を目指す。 

社会福祉協議会 

法人成年後見事業 判断能力が不十分であり、意思決定が困

難な方のため、社会福祉協議会が成年後

見人、保佐人または補助人となって判断

能力を補い、これらの方が安心して生活

できるよう取組みます。 

社会福祉協議会 
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２. 地域課題解決のための具体的取り組み 

１）住民自らが健康に関心を持ち、地域で支え合いながら健康寿命が

伸びていく仕組みづくり 

本町は、高知県内の中山間地域同様に人口減少が続き、昭和 60 年

（1985 年）に 5,566 人であった人口が、平成 29 年（2017 年）

9 月には 3,600 人・高齢化率は 45％となりましたが、U.I ターン等

若年層の移住促進に注力することにより、人口減少の流れを緩やかに

することができてきました。 

しかし、今回の人口推計では、13 年後の 2030 年には約 3,100

人と現在より約 500 人の人口が減少すると見込まれています。 

このように、人口減少が見込まれている中、誰もが一日でも健康で

長生きができるよう、健康寿命を延ばすことが重要と考えます。 

平成 28 年度には「地方創生加速化交付金事業」、平成 29 年度以

降は「地方創生推進交付金事業（リハビリキッチン推進事業）」に取

り組み、住民が主体的に行う地域ミニデイサービスで「生きがいづく

り（稼ぎ）」「健康づくり（自ら健康に関心を持つ）」「助け合い（絆）」

を通じて、健康寿命が伸びていく活動に取り組んでいます。 

地域ミニデイサービスは、平成 28 年度に町内の１１箇所、年間延

べ 5,198 人が参加するまでに育ち、新規の要介護認定者の平均年齢

が徐々に上がっていくなど成果も見られ、他の自治体等からの視察依

頼や、マスコミの取材を受けるまでになってきました。 

今後も、これらの取り組みを継続していきます。 

＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

地方創生推進交付金

事業 

リハビリキッチン推進事業を通じて、住民の健康

寿命の延伸のために「健康づくり」「生きがいづ

くり」「助け合い」を推進します。 

政策企画課 

健康福祉課 

リハビリキッチン4事

業 

平成２４年度にモデル事業としてスタートした、

リハビリキッチンの普及啓発や、参加者の募集、

地域のリーダー育成に継続して取り組みます。 

健康福祉課 

NPO 法人食

と健康を学

ぶ会 

                                            
4 リハビリキッチン：地域で暮らす虚弱な高齢者などが家の中に引きこもることを防ぐため地域の集会所

や公民館に地域の食材を持ち寄り一緒に調理し、食事をするサービスです。必要に応じて真空パック冷凍

保存加工も行います。 
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２）生活困窮など社会的な課題解決のために 

平成 27 年 4 月から、生活保護にいたる前の生活困窮者を支援す

る「生活困窮者自立支援制度」が、始まりました。 

これにより、生活保護にいたる前に就労準備支援や家計相談支援を

行うことで、生活困窮者対策が図れるようになりました。 

本町では、ご近所同士の付き合いが親密な地域性ゆえに、生活に困

っていても弱みを見せることができず、自ら SOS を発信することが

難しい場合も想定されます。 

今後は、町内の金融機関や医療機関等の窓口にパンフレットを配置

すること等により、各種支援制度の普及啓発に取り組みます。 

加えて、本山町社会福祉協議会・役場各課が連携し、相談機能の充

実を図ります。 

   



 

32 

３）生きがいづくりと地域福祉拠点整備のために 

高知県では、日本一の健康長寿県構想で高知型福祉を提唱し、その

施策内で、あったかふれあいセンター事業を推進しています。 

あったかふれあいセンターは、全国一律に制度化されたサービスで、

まかないきれない生活支援サービスなどを提供する高知県独自の仕

組みとしてつくられました。 

本町でも、このセンター機能を活用し、地域ニーズを満たしていく

地域福祉の推進拠点として充実を図ります。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

・日中の居場所として、また、介護予防のための健康教室などを実

施します。 

・利用者の送迎支援や、長期休暇時に子どもをあずかります。 

・地域住民や子どもとの交流やあったかふれあいセンター利用者間

の交流を推進します。 

・高齢者等に対する配食サービスと同時に、声かけや日常生活での 

 困りごとなどの相談を受けます。 

・訪問活動による住民の生活課題を把握し、町や地域包括支援セン

ターにつなぎ、連携して必要な支援を実施します。 
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４）地域の見守り体制と災害時要配慮者対策 

本山町と土佐町が共同で整備した地域情報通信施設によって、互い

が有線電話であれば通話料が無料となり、住民同士の連絡が取りやす

くなっています。 

また、本町では独居高齢者等の希望者に対して、安心を確保するた

めの仕組みとして、緊急通報装置を設置しています。 

一方、本山町社会福祉協議会では、平成 26 年 7 月に「本山町地

域見守りネットワーク推進会」を発足させ、民生・児童委員が中心と

なって地域の見守りを行っており、見守り体制の強化を図っています。 

今後は、個人情報保護に留意し、情報の共有化や連絡体制について

協議し、安否確認や避難支援ができるように取り組んでいきます。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

緊急通報装置貸与

事業 

独居高齢者や身体障がい者等に緊急通報装置を貸与

し、緊急時には連絡員が居宅を訪問し安否確認を行

います。 

健康福祉課 

災害時避難行動支

援プラン作成 

災害時に、避難行動が必要な方に対し、本人の状態

に合った避難支援ができるよう、避難支援プラン（個

別計画）を作成します。 

健康福祉課 

総務課 

地域の見守り支援 民生・児童委員、社会福祉協議会、高知新聞販売所

等による日常的な見守り活動を実施し、要援護者台

帳や見守りマップによる共有化が図られるよう検討

し、現在は、各地区長や自主防災組織も参加する、｢本

山町地域見守りネットワーク推進会｣として活動し

ています。 

社会福祉協

議会 

健康福祉課 
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５）世代間の役割分担と支え合い 

それぞれの世代を超え「幸せを感じることができる地域づくり」は、

共通する目標ですが、実現していくための世代ごとにできることは異

なります。 

子どもたちは、地域の中で大きな声であいさつをすることで、地域

を明るく元気づけることにつながります。 

青年期・壮年期の方は、地域の中の生産を支えることが地域の元気

のもととなり、地区の行事のときは地域を支える大きな力となります。 

また、老年期の方は、これまでに培ってきた経験が地域の知恵とし

て「かけがえのないもの」になります。 

それぞれの世代でできることを持ち寄って支えあうことが地域を

元気にしていく秘訣です。 

 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

いきいきふれあ

いセンター事業 

高齢者の生きがいと社会参加をすすめるため、児

童と高齢者の交流を図ります。 

社会福祉協議会 

みんなで一斉清

掃 

それぞれの世代が集い一斉に清掃活動を行うこと

によって交流の機会を創出します。 

社会福祉協議会 

 

６）権利擁護を推進する取り組み 

      権利擁護事業は、判断能力が十分でない方のセーフティネットと

なるもので、町においても高齢者福祉や障害者福祉の分野と連携し、

成年後見制度の利用支援に取り組んでいます。 

      今後は、成年後見制度利用促進基本計画に規定する“中核機関”
に本山町権利擁護支援センター（仮称）を位置付け、行政機関や親
族・専門職、各関係機関とのネットワークを更に強化する必要があ
ります。 
また、住民や医療機関、福祉施設等にも制度の周知を行い、利用

促進に努めます。 
 
以上のことから、成年後見制度利用促進基本計画に規定する“中

核機関”として本山町権利擁護センター「さくら」を2018年12月
1日に設置し、権利擁護の取組を一層推進する体制を強化します。  
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第 2 章 高齢者福祉計画 

1. 病気を予防し健康に暮らすために 

1）生活習慣病予防の推進 

本町では、生活習慣病予防の充実を図り、住民自らが取り組む健康

づくりを推進しています。 

今後も、健康づくりに関する正しい知識の普及や、自らの健康管理

の促進のために、嶺北中央病院等と連携した健康教育に取り組みます。 

また、生活習慣病の重症化予防のために、地域医療検診会場で保健

師・栄養士・歯科衛生士による健康相談や、訪問による保健指導を継

続して取り組みます。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

健康教育、健康

相談 

地域医療健診報告会や地域ミニデイ開催時等に合わせて、

生活習慣病予防や健康づくりの正しい知識の普及に取り組

みます。 

平成 25 年度から嶺北中央病院と連携し、生活習慣病予防

に関する健康教育に取組んでいます。今後も出前型で継続

開催し、対象者に通知を行うなど周知を図ります。 

健康福祉課 

嶺北中央病院 

訪問指導 生活習慣病予防や閉じこもり、介護予防、認知症対応など

必要な方に対して保健師と地域包括支援センターが協力し

て個別指導に取組み、成果を上げています。 

健康福祉課 

食生活改善推

進協議会によ

る活動 

栄養士と食生活改善推進員が協力して食生活の改善に取り

組みます。 

健康福祉課 

 

地域医療健診 平成 24 年度から胃がんリスク検診（ABC 検査）を導入し、

平成２８年度から対象者を２０歳以上に拡大し、若い頃か

らの健康づくりに取り組んできました。 

今後は、受診者・未受診者の現状分析を行いながら、効果

的・効率的な受診率向上に取り組みます。 

健康福祉課 

嶺北中央病院 

特定健診・特定

保健指導 

受診率は、近年横ばいで（目標）受診率 65％、指導実施率

45％には到達できていません。 

地域医療健診や個別検診の受診促進等、働き盛り世代が受

診しやすい体制づくりと広報周知に努めます。 

健康福祉課 

住民生活課 

嶺北中央病院 

後期高齢者健

診 

地域医療健診の一環として実施します。受診率は 75％前後

に向上しています。今後も継続して受診しやすい体制の維

持や受診勧奨の広報周知に努めます。 

健康福祉課 

住民生活課 

嶺北中央病院 
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項 目 内     容 部 署 

各種検診・予防

接種 

各種ガン検診を引き続き実施し、受診率の向上に取組みま

す。また、精密検査の必要性について普及啓発に取り組み、

精密検査受診率の向上に努めます。 

インフルエンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン予防接種の周

知に努めます。 

健康福祉課 

健康づくり活

動 

健康推進員の技能向上を図る研修会を実施します。 

また、健康づくり婦人会、社会福祉協議会、各種団体が主

催する健康づくり活動などの支援を引き続き実施します。 

健康福祉課 

 

2）健診（検診）の受診率の向上 

疾病の早期発見・早期治療のために、広報や個別に通知する等、健

診（検診）の受診勧奨に努めています。 

 

また、健康推進員による受診勧奨活動によって、受診率の向上を図

っていますが、健康推進員の担い手が不足しているという課題があり

ます。 

 

今後も新規の健康推進員の養成にも取り組みながら、健康づくり婦

人会等の各健康づくり団体と連携した受診勧奨の取り組みを推進し

ます。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

健康推進員養成講座 

健康推進員研修会 

住民に対し、町広報等で健診（検診）の受診を呼びか

けます。 

また、健康推進員による各健（検）診の希望調査配布

時に、受診勧奨を行います。 

健康推進員の研修会を開催します。 

健康推進員の活動・養成の運用の見直しと同時に新規

推進員の養成に取り組みます。 

健康福祉課 

住民生活課 
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平成 28 年度各種予防接種実績  平成 28 年度各種健診実績 

四
種
混
合 

一期
初回 

対象者数 49  

BCG 

対象者数 12 
肺 が
ん 

対象者数 1915 

実施者数 46 実施者数 12 実施者数 847 

実施率[%] 93.9  実施率[%] 100 実施率[%] 43.4 

一期
追加 

対象者数 28 

ヒ
ブ 

初
回 

対象者数 42 
大 腸
がん 

対象者数 1915 

実施者数 18  実施者数 36 実施者数 643 

実施率[%] 64.3  実施率[%] 85.7 実施率[%] 33.0 

二期 

対象者数 40  
追
加 

対象者数 38 
胃 が
ん 

対象者数 1836 

実施者数 15  実施者数 14 実施者数 385 

実施率[%] 37.5  実施率[%] 36.8 実施率[%] 21.0 

麻
疹
・
風
疹 

一期 

対象者数 21  

小
児
肺
炎
球
菌 

初
回 

対象者数  42 
子 宮
がん 

対象者数 1146 

実施者数 19  実施者数 36 実施者数 131 

実施率[%] 90.5  実施率[%] 85.7 実施率[%] 11.4 

二期 

対象者数 21 
追
加 

対象者数 42   
乳 が
ん 

対象者数 1043 

実施者数 20 実施者数 15 実施者数 169 

実施率[%] 95.2  実施率[%] 35.7 実施率[%] 16.2 

不活化 
ポリオ 

対象者数 8  

B
型
肝
炎 

初

回 

対象者数 13 

結核 

対象者数 1915 

実施者数 3 実施者数 12 実施者数 847 

実施率[%] 37.5 実施率[%] 92.3 実施率[%] 43.4 

日
本
脳
炎 

一期
初回 

対象者数 133 
追

加 

対象者数 3 
特 定
健診 

対象者数 658 

実施者数 52 実施者数 3 実施者数 344 

実施率[%] 39.1 実施率[%] 100 実施率[%] 52.2 

一期
追加 

対象者数 32 インフ

ルエン

ザ 

対象者数 1558 地 域
医 療
健診 

対象者数 3176 

実施者数 17 実施者数 901 実施者数 720 

実施率[%] 53.1 実施率[%] 57.8 実施率[%] 22.7 

二期 

対象者数 84 高齢者

肺炎球

菌 

対象者数 245  

実施者数 9 実施者数 96 

実施率[%] 10.7 実施率[%] 39.2 

水痘 

対象者数 41  

実施者数 33  

実施率[%] 80.5  

   

   

※四種混合とは、三種混合（百日咳、破傷風、ジフテリア）とポリオを合わせたワクチンのこと。 

 

※ヒブとは、ヘモフィルスインフルエンザ菌（Haemophilus influenzae）ｂ型であり、乳児や小児の敗血症や 

髄膜炎、急性喉頭蓋炎の原因とされている。 
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2. 介護予防、重度化予防の推進 

1）地域支援事業の充実 

計画期間中、まずは基本チェックリストを活用して介護予防普及啓

発事業の対象者を抽出し、運動・口腔機能の向上、閉じこもり予防に

関するプログラムを実施し、その後、介護予防・日常生活支援総合事

業（運動教室等）の対象者としてきました。 

運動教室は、年間 45 回、延べ 1,357 人の参加があり、参加者へ

のアンケートによると日常生活に良い変化があったもの 100％、80

歳以上の介護保険認定率、町平均が 9.02%に対し、介護予防教室参

加者では 5.37%と効果が見られます。 

地域支援事業は、介護予防の重要な活動と認識しており、今後も住

民ニーズに基づき事業ごとに対象者、実施主体、目的などを精査し、

必要に応じて拡充していきます。 

  ＜具体的な取り組み＞ 地域支援事業（介護予防事業） 

項 目 内     容 部 署 

介護予防普及

啓発事業 

要介護状態になるリスクの高い高齢者を基本チェックリストや

健診の疾病情報などから把握し、嶺北中央病院の理学療法士や言

語聴覚士などと連携し、特に運動・口腔機能向上、閉じこもり予

防などのプログラムを実施します。 

健康福祉課 

介護予防普及

啓発事業 

普及・啓発のために運動・口腔機能向上等の教室とリハビリキッ

チン事業を、住民の自主活動育成・支援のために地域ミニデイサ

ービス等で取り組んできました。 

特に、運動指導士やスポーツインストラクターなどの専門職によ

る運動機能向上などの各種教室を継続します。 

今後は、地域事情などを考慮しながら支援方法を検討します。 

健康福祉課 

地域ミニデイ

サービス事業

の支援 

元気であることを目的に、住民が継続的に取組んでいる地域ミニ

デイサービス事業を、社会福祉協議会や NPO 法人等の協力を得

ながら、活動支援を継続します。 

今後も、実施地域を増やすための方策を検討します。 

健康福祉課 

介護予防ケア

マネジメント 
介護予防普及啓発事業対象者に対し、地域包括支援センターと健

康福祉班が協力し、フォーマル・インフォーマルサービスを組み

合わせ、個別に要介護状態になることを予防するための相談支援

を行います。 

健康福祉課 

在宅介護手当

の支給 

65 歳以上の要介護４及び５又は認知症の高齢者5を常時介護し

ている方に対して、介護手当を支給します。 

健康福祉課 

                                            
5
認知症の高齢者：要介護認定の際、主治医意見書の項目の中で、認知症高齢者の日常生活自立度でⅢａ以

上に該当する方のことです。 
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2）認知症対策と成年後見及び権利擁護への取り組み 

認知症等を住民に理解・普及するために健康講座を兼ねた認知症サ

ポーター養成講座を開講することで、平成 28 年度末でサポーター

339 名、キャラバンメイト 17 名が登録されるなど、成果を上げて

います。 

また、平成 28 年度には本山町版認知症ケアパスを策定しました。

地域ぐるみで認知症の方を支えるために、パンフレットを全戸配布し

たり、「本山町地域見守りネットワーク」との連携のもと、新たに「認

知症見守りネットワーク」への取り組みを始めました。 

権利擁護と虐待防止は、地域包括支援センターと社会福祉協議会が

更に協力して取り組むことで合意し、広報啓発から必要に応じた支援

の提供ができる体制が整っています。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

サポーター養成

事業 

嶺北中央病院のオレンジドクターとの協力で講座を開講。住民

や役場職員、商工会、郵便局職員など順次対象を拡大してサポ

ーター養成に取り組みます。 

健康福祉課 

嶺北中央病院 

認知症への理解

の普及 

講演会の開催やパンフレットの配布などで、早期治療のメリッ

ト、認知症の症状、相談窓口や医療機関についての情報を啓発

します。 

健康福祉課 

認知症予防と 

支援体制の充実 

社会福祉協議会と協働し、「本山町地域見守りネットワーク推

進会」による見守り支援や「いきいきふれあいセンター（集い

部門）」への通所、「地域ケア会議」での個別事例検討など、支

援体制は充実してきました。 

今後も、役割分担し、それぞれの質の向上に努めます。 

健康福祉課 

権利擁護・虐待

防止 

警察・スーパー・銀行などに出向き、連携の依頼に努めてきま

した。平成 26 年度は、スーパーからの連絡で支援につながる

事例もあり、成果が出ています。 

今後も、関係機関と連携しながら対応します。 

健康福祉課 

成年後見制度 6

の周知 

必要な人が成年後見制度について理解し、活用できるよ

う、パンフレット等を使って周知を図ります。 

また、勉強会や講演会などを通じて、制度の浸透に努め

ます。 

健康福祉課 

本山町権利擁護

センター 

権利擁護センターを設置し、業務の一部を本山町社会福

祉協議会に委託し、住民の権利を擁護する取組みを一層

強化する。 

健康福祉課、          

社会福祉協議

会、その他関

係団体 

                                            
6
成年後見制度：判断能力の不十分な方を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限す

るとともに本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助ける方を選任する制

度です。 
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3. 地域における安心・安全な暮らしの確保 

1）急性期医療とリハビリテーション 

本町には、地域の中核医療拠点である「嶺北中央病院」があり、今

後、充実発展が求められる地域包括ケアシステムの「要」として期待

されます。 

地域医療で求められる主な機能は、次の６項目と捉えています。 

1. 24 時間いつでも駆け込むことのできる救急機能 

2. 急性期医療が必要になったときの適切なトリアージ機能 

3. 総合的で一貫性のあるかかりつけ医の機能 

4. 高知市内等の急性期の治療を終え、在宅復帰を目指す際の 

リハビリテーション機能 

5. 往診や訪問看護、訪問リハなど在宅療養を支える拠点機能 

6. 地域内での看取りのできる機能 

これらの機能を近隣の医療機関等と連携協力しながら備えていく

ことが、住民の安心・安全な暮らしを支えるために必要です。 

しかし、体制を確保するためには、看護師や医療関係従事者等の人

材確保が課題となっており、看護学生への奨学金制度を設けるなど対

策を講じているところです。 

今後も、地域包括ケアシステムを推進するため、地域内の関連職種

が一層連携して取組みを継続します。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

地域の医療機関や、 

サービス提供機関

との協力体制 

嶺北中央病院の地域医療連携室等と地域包括支援

センターが定期的に連絡会を持つことで地域の医

療機関や、サービス提供機関、それぞれの役割を

明確にしながら医療から在宅生活までの円滑な連

携を支えます。 

嶺北中央病院 

健康福祉課 

福祉職等との連携

による課題の把握

と対策の検討 

嶺北地域の社会福祉協議会、理学療法士等、高齢

者福祉に携わる専門職が多く参加している「嶺北

の地域リハを考える会」と意見交換等を行うこと

で、課題の把握と対策の検討に取り組みます。 

健康福祉課 

嶺北中央病院 

中央東福祉保健所 

その他、専門職 
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2）かかりつけ医、かかりつけ歯科医の普及と地域医療の役割分担 

日常的な診療や健康管理等を担ってくれる身近な「かかりつけ医」

「かかりつけ歯科医」を持つことは、何かあったときには必要な医療

や介護福祉サービスへのガイド役となってくれる等の大きな意義が

あり、日常の自分の体調等を知ってもらっている心強い味方です。 

地域内の医療機関が役割分担することは、よりよい医療体制を継続

することにもつながります。 

「かかりつけ医」・「かかりつけ歯科医」の普及啓発のため、地域医

療健診会場で歯科衛生士を配置することで受診者全員を指導できる

よう環境を整えることで、徐々に成果を上げてきています。 

また、地域包括支援センターの連携機能強化の結果、保健師・医師・

看護師・地域医療連携室の相談員・行政事務職それぞれの意思疎通が

円滑になってきました。 

今後は、さらに「かかりつけ医」の機能を強化するため、医療情報

のデータシステムの更新なども検討します。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

かかりつけ医・かか

りつけ歯科医の普

及啓発 

必要な住民に対し、訪問時に「かかりつけ医」の必要性を

伝えることで「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」を持

つことの普及に努めます。 

健康福祉課 
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3）移動を支える体制 

障がい者や高齢者にとって移動手段は、住み慣れた地域で安心して

暮らし続けるために、大変重要なものです。 

本町では、福祉タクシー事業として通院の際、基本料金を上回った

額を助成する制度と、福祉バス事業として嶺北地域の病院受診のため

の料金を助成する制度を実施しています。 

地域の高齢者や障がい者にとって移動の目的は通院のみではない

ため、日常生活のための移動保障の在り方を整理し、今後検討する必

要があることから、先進地の視察など調査研究を進めてきました。 

平成 27 年度には町内の高齢者等に聞き取り調査を行い、一人ひと

りの生活地域における移動手段の必要性に違いがあることがわかり、

全町的な生活路線の検討及び地域公共交通網形成計画策定に向け素

案の作成につなげることができました。 

今後は、公共交通空白地域への対応を含め、運行経路を検討するた

めの実証運行の実施など、具体的に協議と活動を始めていきます。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

福祉タクシー事

業 

タクシーを利用して病院等に受診した際、基本料金を上回った

額を助成しています。 

（75 歳以上 24 枚／年、 

75 歳以上で身障手帳１・２級所持者 36 枚／年） 

健康福祉課 

福祉バス事業 本山町・土佐町・大豊町の病院等にバスを利用して受診した際、

料金を助成しています。 

（70 歳以上 60 枚／年） 

健康福祉課 

高知県中山間地

域生活支援総合

補助事業 

中山間地域における公共交通網の確保を目指し、路線を検討す

るための実証運行を行い、地域ニーズに根ざした町内の公共交

通を整備することを検討します 

政策企画課 
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4）今後の施設整備のあり方 

かねてより検討を進めてきた施設整備に関し、平成 29 年 4 月に

「総合福祉ゾーン 天空の里」が開所し、一つの節目を迎えました。

この整備によって、以下の定員の入所と通所サービスが町内で提供で

きるようになりました。 

特別養護老人ホーム 90 床（うちショートステイ 10 床） 

養護老人ホーム 60 床 

ケアハウス 30 床 

デイサービス 1 日定員 20 人 

認知症デイサービス 1 日定員 12 人×３ユニット 

これをもって、広域での介護サービス施設等の基盤は、概ね整備

できたものと捉えています。 

 

また、町内の若者の就労先としての期待も高まっています。 

今後は、これらの施設を、地域福祉活動などとも連携する総合福祉

拠点として、関係機関とともに関わっていく必要があります。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項  目 内     容 部 署 

本山町地域福祉 

運営推進委員会 

各年度の取り組み状況や施設サービスの利用状況、地域福祉

活動等との連携も視野に入れた協議を行います。 

健康福祉課 

 

５）既存の社会福祉施設の防災対策 

近年、風水害等を伴った様々な災害が各地で多発する状況があり、 

嶺北地域においても同様の災害が見込まれます。 

嶺北地域における既存の社会福祉施設が被災等された場合、「本町

だけでなく広域的な視野で、継続した社会福祉サービスの提供を確

保する。」という観点から、同規模の施設整備（移転を含む）ができ

るよう、対応すべきと捉えています。 

なお、本町の介護サービス見込量や介護保険料基準額（月額）に

影響を及ぼさないよう、努めます。 
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4. 高齢期の生きがいづくりと自立生活への支援 

1）産業振興による稼ぎと生きがいづくり 

国民年金受給者が多くを占める本町では、健康で、体の動くうちは

農作業等をしながら、心に余裕を持ち、比較的豊かな暮らしができて

いるものの、病気や介護の必要な状況になると現金収入が不足する事

態を招いてしまうことも聞かれます。これらを解決するためにも、高

齢者で体が弱ってきても手先などを使い少額でも収入を得ることの

できる産業づくりが必要です。 

徳島県上勝町では、「彩り」の活動によって高齢者が葉っぱビジネ

スに携わっています。毎日上を向き、腰を伸ばして葉っぱを摘む暮ら

しは、寝たきりを作らない効果を生むそうです。 

本町でも、６次産業化をはかり「農商幸福連携」で産業振興が求め

られる中、平成 28 年度以降「地方創生加速化交付金」「地方創生推

進交付金」を活用して、地域の生きがいや新しい地場産業づくりに取

り組み、紫蘇（しそ）の持つ健康への有用性が科学的に立証されたり、

「てくてくお遍路システム」の開発実証試験を通じて、住民の健康や

稼ぎ、絆に関する自主的な取り組みの機運が高まるなど成果を上げて

います。 

今後も、本町の特性を生かした新たな商品開発に取り組むことや

「てくてくお遍路システム」のバージョンアップを通じて活動を加速

化していきます。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

シルバー人材センター

の活動支援 

嶺北シルバー人材センターと連携し、引続き運営支

援を行うと同時に、広報等を活用して新規会員募集

を支援します。 

健康福祉課 

高齢者教室 高齢者が健康で生きがいをもって生活できるよう、

学習や交流の機会を持ちながら各種の活動を行いま

す。 

 

教育委員会 

社会福祉協議

会 

健康福祉課 

集落活動センター 現行の活動に加え、農産物を持ち寄り、出荷準備を

共同で行うなど少額でも収入につながる取組みを試

行します。 

まちづくり推

進課 

健康福祉課 
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2）高齢期の自立生活への支援 

独居高齢者や介護・支援を必要とする高齢者などが、できる限り住

み慣れた地域で安全に、そして安心して暮らすことのできるよう、地

域生活への支援と安全対策の充実に努めてきました。 

 

今後は、シルバー人材センターや本山町社会福祉協議会などと協議

を重ね、ニーズに基づいた本町に相応しい事業の整備を検討します。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

住宅等改造支援事業 高齢者の身体状況に応じて、安全かつ利便性に優れたも

のに住宅を改造し、在宅での自立した生活を送ることに

よって介護予防につなげます。 

健康福祉課 

総合事業の検討 総合事業の受け皿として、地域に必要な事業について、

あり方の検討を継続します。 

健康福祉課 

生活支援体制整備事

業 

生活支援コーディネーター活動を社会福祉協議会に委

託し、この活動を更に活発化させ、高齢者等を地域で支

える仕組み作り等を支援します。 

社会福祉協

議会 

健康福祉課 
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第 3 章 介護保険事業計画 

1. 介護保険事業の推進 

1）サービスの基盤整備 

平成 29 年 4 月に「総合福祉ゾーン 天空の里」が開所し、これ

までなかったケアハウス（30 床）や認知症専門デイサービス（３ユ

ニット 36 名定員）が、新たに整備されました。 

 

今後も、近隣町村の事業所と連携して、利用者が安心してサービス

を受けることのできる体制づくりと人材確保、人材育成に取り組む必

要があります。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

項 目 内     容 部 署 

中山間地域介護サービス 

確保対策事業 

介護事業者の経営を安定させ、介護サービスの

充実・確保を図ることを目的とし、訪問・送迎

に２０分以上要するサービスに介護報酬の１

５％を助成します。 

健康福祉課 

中山間地域ホームヘルパー 

養成事業 

旧２級ヘルパーの養成を県の補助事業を活用

して行うなど、介護職の人材確保に努めます。 

※現在は、介護職員初任者研修課程となってい

ます。 

健康福祉課 

地域の支え合い支援 上記２枠の制度を活用した人材等の確保に加

え、住民を地域で支える仕組み（近所付き合い

等）の継続と補強について、生活支援コーディ

ネーターや本山町地域見守りネットワーク推

進会等とともに、取り組みます。 

社会福祉協議

会 

健康福祉課 

シルバー人材センターの活

用 

高齢者等の在宅生活を支援するため、シルバー

人材センターを活用して、要支援者の需要に応

じた支援につなげます。 

健康福祉課 
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2）地域包括ケアシステムの推進 

本町では、地域包括支援センターが中心となり、地域ケア会議等を

通じて介護、医療、見守りなどのサービスを提供する関係機関、住民、

地域活動組織、ボランティア団体などが連携して必要な支援を行う体

制づくりに取り組んできました。 

年々制度が複雑化する中で、各専門職が専門領域について制度を把

握したうえで他職種と連携することが、一層重要となっていきます。 

今後も地域ケア会議等を活用して、地域包括ケアシステムを推進し

ます。 

 

  ＜具体的な取り組み＞ 

・ 利用者の身体状態や意向に応じて、介護予防、生活支援（配食、見守

り等）、権利擁護、社会参加も含めて町が主体となって総合的で多様

なサービスを提供できるよう、支援します。 
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2. 介護保険サービス事業量の見込みと保険料の設定について 

1）介護保険対象者の動向 

（1）被保険者数の実績と今後の推計 

介護保険における第 1 号被保険者(65 歳以上)は、平成 29 年 4

月に「総合福祉ゾーン 天空の里」が開所したことで、町外から施

設利用者の転入があり、一時的に増加しましたが、今後減少する傾

向にあります。 

ただし、本町特有の人口バランスから、ボリュームのある年代が

2025 年に 75 歳以上になることから、後期高齢者世代が 1,000

人を超えますが、それ以降は徐々に減少すると見込まれます。 

結果として、高齢化率は約 45％を維持しますが、後期高齢者比

率は約 75％となり、高齢者 4 人のうち 3 人が後期高齢者で占め

ることになります。 

 
（単位：人） 

資料：H27〜29 年は住民票基本台帳 9 月 30 日 

それ以降は、コーホート変化率法による推計 
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（2）認定者数の実績と今後の推計 

本町の第１号被保険者の要介護（要支援）認定者数は平成 24 年

３月末時点で 335 人、認定率 21.0％から、直近の平成 29 年 9

月末時点では 271 人認定率 18.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27～平成 29 年の実績は、要介護認定者のうち介護サービ

スの未利用者に対して、更新時に必要性を確認したうえで認定を必

要とする方のみ更新手続きを行った結果、認定率が下がっています。 

第７期介護保険事業計画策定のために国から配布された「地域包

括ケア見える化システム」に本町の実績を入力し、今後の要介護認

定者数の推移を見込むと、次のグラフのとおりになります。 

今後、第１号被保険者に占める後期高齢者の割合が増加すること

から、自然体では平成 37 年度に要介護認定率が 25％程度まで上

昇すると同時に、認定者数も 410 人を超えると予想されています

が、介護予防の諸施策に取組むことで 23％前後（400 人弱）に抑

制できるものと見込んでいます。 

 

 
 

 

図：要介護（要支援）認定者数・認定率の推移 
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2）介護保険の利用状況 

（1）サービス利用者数実績 

平成２６年度と比べ、介護サービス利用者数は減少しています。

これは、要介護認定者等と十分に協議した結果、必要なサービスが

マネジメントできるようになった成果と考えられます。 

平成29年度標準的居宅サービスの利用実績(平成26年度実績)                  （単位：人／月） 

  要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

（１）居宅サービス         

 訪問介護 0(11) 0(7) 17(13) 11(11) 6(5) 2(4) 0(3) 36(54) 

訪問入浴介護 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

訪問看護 0(0) 1(0) 0(0) 2(2) 1(1) 1(0) 0(0) 5(3) 

訪問リハビリテーション 0(0) 0(1) 1(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(1) 

居宅療養管理指導 1(0) 2(0) 2(0) 2(0) 17(0) 1(0) 1(0) 26(0) 

通所介護   0(9) 0(4) 8(11) 11(12) 3(4) 2(1) 0(1) 24(42) 

通所リハビリテーション 0(1) 3(1) 13(6) 7(7) 4(12) 3(10) 2(3) 32(40) 

短期入所生活介護 0(0) 0(0) 0(3) 1(3) 3(2) 1(4) 0(3) 5(15) 

短期入所療養介護 0(0) 0(0) 1(1) 1(2) 1(1) 2(0) 0(0) 5(4) 

福祉用具貸与 2(6) 4(5) 10(2) 16(10) 8(11) 3(12) 1(5) 44(51) 

特定福祉用具販売 0(0) 0(0) 0(0) 0(０) 0(0) 0(０) 0(０) 0(0) 

住宅改修費 0(2) 0(5) 0(０) 0(1) 0(1) 0(1) 0(1) 0(11) 

介護予防支援・居宅介護支援 3(22) 6(12) 34(25) 24(25) 19(20) 7(15) 3(５) 96(124) 

（２）地域密着型サービス         

 定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

夜間対応型訪問介護   0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

認知症対応型通所介護 3(0) 0(0) 5(0) 4(0) 5(0) 1(0) 1(0) 19(0) 

小規模多機能型居宅介護 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

看）小規模多機能型居宅介護 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

地域密着型通所介護   6(0) 4(0) 9(0) 1(0) 0(0) 20(0) 

合計 9(51) 16(35) 97(61) 85(73) 76(57) 24(47) 8(21) 315(345) 

平成29年度施設・居住系サービスの利用実績(平成26年度実績)                  （単位：人） 

  要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

（１）居宅サービス 

 特定施設入居者生活介護 1(２) 0(１) 0(１) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 3(4) 

（２）地域密着型サービス 

 認知症対応型共同生活介護  0(0) 0(1) 1(4) 4(5) 3(1) 2(3) 10(14) 

地域密着型特定施設入居者

生活介護 

  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 

  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

（３）介護保険施設サービス 

 介護老人福祉施設   0(0) 0(9) 12(5) 17(15) 19(24) 48(53) 

介護老人保健施設   1(0) 1(5) 6(7) 5(8) 4(3) 17(23) 

介護療養型医療施設   0(0) 0(1) 5(6) 8(7) 5(10) 18(24) 

合計 1(２) 0(１) 1(2) 2(19) 29(23) 33(31) 30(40) 96(118) 
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3）事業量及び給付費推計の考え方 

高齢者数と認定者数を推計したうえで、その推移に基づき、平成

27～29 年度の給付実績を参考に計画期間（平成 30～32 年度）の

各種サービス事業量と給付費を算出しています。 

推計は、厚生労働省の「地域包括ケア見える化システム」を用いて

算出しています。 

（1）サービスの利用量・事業量の見込みと、地域支援事業の取組み 

①居宅サービス（介護・予防） 

本町では、想定される利用ニーズに応じたサービスを提供するた

め、居宅介護支援事業所をはじめ、各サービス提供事業者との連携

のもと、一人ひとりの状況に応じたケアプランに基づき、適切なサ

ービスが確実に提供されるよう努めます。 

ア 訪問介護 

要介護者の家庭にホームヘルパー等が訪問し、入浴、排せ

つ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援を行うサービ

スです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

訪問介護 
年間回数 5,918 5,808 8,880 

年間利用人数 444 444 456 

イ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

要介護（要支援）者の家庭に移動入浴車で訪問し、入浴の

介護を行うサービスです。                                                      

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

訪問入浴介護 

年間回数 0 0 0 

年間利用人数 0 0 0 

介護予防 

訪問入浴介護 

年間回数 0 0 0 

年間利用人数 0 0 0 
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ウ 訪問看護・介護予防訪問看護 

要介護（要支援）者の家庭に看護師等が訪問し、療養上の

世話または必要な診療の補助を行うサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

訪問看護 

年間回数 738 768 800 

年間利用人数 48 60 60 

介護予防 

訪問看護 

年間回数 103 103 103 

年間利用人数 24 24 24 

エ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

要介護（要支援）者の家庭に理学療法士、作業療法士等が

訪問し、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助

けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハ

ビリテーションを行うサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

訪問リハ 

年間回数 618 808 970 

年間利用人数 36 36 36 

介護予防 

訪問リハ 

年間回数 0 0 0 

年間利用人数 0 0 0 

オ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

要介護（要支援）者の家庭に病院の医師、歯科医師、薬剤

師、管理栄養士等が訪問し、療養上の管理及び指導等を行う

サービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

居宅療養管理指導 

年間回数    

年間利用人数 264 276 276 

介護予防 

居宅療養管理指導 

年間回数    

年間利用人数 48 48 48 
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カ 通所介護 

要介護者がデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事

の提供、レクリエーション、機能訓練等を日帰りで行うサー

ビスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

通所介護 
年間回数 3,613 3,794 3,956 

年間利用人数 336 348 348 

キ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

要介護（要支援）者が介護老人保健施設や医療施設等に通

い、心身の機能回復を図り、日常生活の自立を助けるための

理学療法や作業療法、その他の必要なリハビリテーションを

行うサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

通所リハ 
年間回数 5,806 5,575 5,327 

年間利用人数 420 420 420 

介護予防 

通所リハ 
年間利用人数 36 36 36 

ク 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

要介護（要支援）者が老人福祉施設等に短期間入所し、入

浴、食事等の介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を

行うサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

短期入所生活介護 

年間日数 846 1,196 905 

年間利用人数 60 72 72 

介護予防 

短期入所生活介護居 

年間日数 0 0 0 

年間利用人数 0 0 0 
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ケ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

要介護（要支援）者が老人保健施設等に短期間入所し、看

護、医学的管理の下における介護、その他日常生活上の支援

及び機能訓練を行うサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

短期入所療養介護 

年間日数 1,696 1,826 2,173 

年間利用人数 60 72 72 

介護予防 

短期入所療養介護 

年間日数 0 0 0 

年間利用人数 0 0 0 

コ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設に入居している要介護（要支援）者に対し、当該

施設による入浴、食事等の介護、その他日常生活上の支援及

び機能訓練等を行うサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

特定施設入居者生活介護 年間利用人数 12 12 12 

介護予防 

特定施設入居者生活介護 
年間利用人数 24 24 24 

サ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

要介護（要支援）者に対し、日常生活を支援する福祉用具

を貸与するサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

福祉用具貸与 
年間利用人数 504 504 504 

介護予防 

福祉用具貸与 
年間利用人数 96 96 96 
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シ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

要介護（要支援）者に対し、福祉用具のうち、入浴や排せ

つのための用具の購入費用を支給するサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

特定福祉用具販売 年間利用人数 0 0 0 

特定介護予防 

福祉用具販売 
年間利用人数 12 12 12 

ス 住宅改修 

要介護（要支援）者に対し、手すりの取り付けや段差の解

消など小規模な住宅改修を行った場合、改修費の一部を支給

するサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

住宅改修（介護） 年間利用人数 12 12 12 

住宅改修（予防） 年間利用人数 12 12 12 

セ 居宅介護支援・介護予防支援 

要介護（要支援）者に対し、介護（予防）サービスの利用

に関する介護（予防）サービス計画（ケアプラン）を作成し、

サービスが計画的に確保・提供されるよう提供事業者等との

連絡調整等を行うサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

居宅介護支援 年間利用人数 1,140 1,140 1,140 

介護予防支援 年間利用人数 180 180 180 
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ソ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

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、日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設

です。介護保険上は在宅扱いとなり、通所介護や訪問介護等

のサービスを利用することになります。 

項目 単位 平成30年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

軽費老人ホーム  

（ケアハウス） 

年間利用人数 30 30 30 

※整備床数は、30 床。 

 

②地域密着型サービス（介護・予防） 

本町では、地域密着型サービスとして、通所介護サービスに加え、

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護サ

ービスが提供されています。認知症の高齢者に対する専門支援サー

ビスとしてニーズの高い介護サービスとなっています。具体的な利

用人数の伸びは、以下のとおり見込んでいます。 

ア 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症の方が少人数で共同生活を営む住居（グループホー

ム）において、日常生活上の世話や支援等を行うものです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

認知症対応型共同生活介護 年間利用人数 180  180 180 

介護予防 

認知症対応型共同生活介護 
年間利用人数 0 0 0 

 

イ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の方が通い日中を過ごす、認知症専門支援のデイサ

ービスです。認知症グループホーム等と併設されるケースが

多く見られます。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成 32 年度 

認知症対応型通所介護 年間利用人数 192 192 192 

介護予防 

認知症対応型通所介護 
年間利用人数 36 36 36 
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ウ 地域密着型通所介護 

利用定員 18 人以下の小規模通所施設で、食事、入浴、そ

の他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰り

で提供するサービスです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成 32 年度 

地域密着型通所介護 年間利用人数 252 252 252 

エ その他の地域密着型サービス 

以下は、本計画期間での当該介護サービスの利用は見込まな

いものとしていますが、引き続き、近隣自治体や県内のサービ

ス動向を参考にしながら、必要に応じて本山町地域福祉運営推

進委員会において、サービス導入を検討していきます。 

項 目 内     容 

夜間対応型 

訪問介護 

夜間に定期的に巡回して行う訪問介護に加え、利用者の求めに

応じ随時対応する訪問介護を組合せたサービスであり、おおむ

ね要介護 3 以上を対象としています。 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看護 

日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密

接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。１つの

事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、

訪問介護を行う事業者が地域の訪問看護事業所と連携をして

サービスを提供する「連携型」があります。 

小規模多機能型 

居宅介護 

「通い」を中心に、要介護（要支援）者の様態や希望、置かれ

ている環境等の状況に応じて、「泊まり」や「訪問」を組み合

わせて行うサービスです。 

地域密着型 

特定施設入居者 

生活介護 

定員 29 人以下の介護専用型の特定施設（有料老人ホーム等）

です。 

地域密着型 

介護老人福祉施設

入所者生活介護 

定員 29 人以下の小規模な特別養護老人ホームです。 

看護小規模多機能

型居宅介護 

退院直後の在宅生活へのスムースな移行やがん末期等の看取

り期、病状不安定期に置ける在宅生活の継続、家族に対するレ

スパイトケア、相談対応による負担軽減を支えるために平成

24 年の報酬改定時に「複合型サービス」という名称でスター

トしたサービスの名称が変更されたものです。 
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③施設サービス 

後期高齢者人口は、平成 30～32 年度にかけてほぼ一定である

が、要介護認定者の重度化が進む見通しから、緊急性や世帯状況な

どを勘案しながら、より必要性の高い認定者の施設利用を進めます。 

ア 介護老人福祉施設 

特別養護老人ホームにおいて、施設サービス計画に基づき

入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機

能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

本計画期間も現行（平成 29 年度現在）の提供体制を維持

する見込みです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護老人福祉施設 年間利用人数 636 636 636 

イ 介護老人保健施設 

老人保健施設において、施設サービス計画に基づき看護や

医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療の

ほか、日常生活上の世話を行います。 

本計画期間も現行（平成 29 年度現在）の提供体制を維持

する見込みです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護老人保健施設 年間利用人数 264 264 264 

ウ 介護療養型医療施設 

病院等において、施設サービス計画に基づき療養上の管理、

看護、医学的管理下における介護、その他の世話、及び機能

訓練、その他必要な医療を行います。 

本計画期間も現行（平成 29 年度現在）の提供体制を維持

する見込みです。 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護療養型医療施設 年間利用人数 240 240 240 
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（2）介護給付及び介護予防給付の見込み 

①介護給付費の見込み 

【介護】   （単位：千円） 

     平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

（１）居宅サービス 129,504  134,337  146,323  

  訪問介護 17,816  17,139  26,069  

  訪問入浴介護 0  0  0  

  訪問看護 7,120  7,399  7,694  

  訪問リハビリテーション 1,729  2,279  2,737  

  居宅療養管理指導 2,932  3,163  3,078  

  通所介護 27,477  29,602  31,845  

  通所リハビリテーション 40,881  39,538  38,061  

  短期入所生活介護 6,321  8,565  6,592  

  短期入所療養介護（老健） 16,573  17,996  21,591  

  短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  

  福祉用具貸与 5,678  5,678  5,678  

  特定福祉用具購入費 0  0  0  

  住宅改修費 762  762  762  

  特定施設入居者生活介護 2,215  2,216  2,216  

（２）地域密着型サービス 99,890  99,935  99,935  

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  0  0  

  夜間対応型訪問介護 0  0  0  

  認知症対応型通所介護 25,696  25,708  25,708  

  小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

  認知症対応型共同生活介護 42,621  42,640  42,640  

  地域密着型特定施設入居者生活介護 0  0  0  

  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0  0  0  

  看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

  地域密着型通所介護 31,573  31,587  31,587  

（３）施設サービス 307,977  308,115  308,115  

  介護老人福祉施設 155,853  155,923  155,923  

  介護老人保健施設 72,386  72,418  72,418  

  介護医療院 0  0  0  

  介護療養型医療施設 79,738  79,774  79,774  

（４）居宅介護支援 15,125  15,132  15,132  

介護給付費 合計（（１）〜（４）の計） 552,496  557,519  569,505  

資料：地域包括ケア「見える化」システムから引用 
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②介護予防給付費の見込み 

【介護予防】    （単位：千円） 

   平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

（１）介護予防サービス 5,135  5,138  5,138  

  介護予防訪問入浴介護 0  0  0  

  介護予防訪問看護 518  518  518  

  介護予防訪問リハビリテーション 0  0  0  

  介護予防居宅療養管理指導 301  302  302  

  介護予防通所リハビリテーション 1,344  1,345  1,345  

  介護予防短期入所生活介護 0  0  0  

  介護予防短期入所療養介護（老健） 0  0  0  

  介護予防短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  

  介護予防福祉用具貸与 795  795  795  

  特定介護予防福祉用具購入費 336  336  336  

  介護予防住宅改修 335  335  335  

  介護予防特定施設入居者生活介護 1,506  1,507  1,507  

（２）地域密着型介護予防サービス  1,639  1,639  1,639  

  介護予防認知症対応型通所介護 1,639  1,639  1,639  

  介護予防小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

  介護予防認知症対応型共同生活介護 0  0  0  

（３）介護予防支援 810  810  810  

介護予防給付費 合計（（１）〜（3）の計） 7,584  7,587  7,587  

資料：地域包括ケア「見える化」システムから引用 

 

③地域支援事業の取組み 

住民が、要介護及び要支援状態となることを予防し、各住民が生

活する地域内で自立した日常生活を営むことができるよう支援する

ための活動を支援する事業であり、次の項目に取り組みます。 

      

ア 介護予防・日常生活支援総合事業 

介護サービスの一つとして、地域の実情に応じた「訪問型サー

ビス」や「通所型サービス」の提供や、運動機能を維持又は向上

させるための「運動教室」等を、住民の需要等を考慮しながら、

継続して取り組みます。 
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イ 包括的支援事業及び任意事業 

地域包括支援センターの運営や、家族介護支援事業、成年後見

制度の活用推進等に取り組み、高齢者等に関する相談支援や在宅

介護手当の支給、自身では判断が不十分になった方等への生活相

談支援等を、継続して取り組みます。 

以上のことから、成年後見制度利用促進基本計画に規定する

“中核機関”として本山町権利擁護センター「さくら」を 2018

年 12 月 1 日に設置し、権利擁護の取組を一層推進する体制を強

化します。 

 

ウ 包括的支援事業（社会保障充実分） 

「在宅医療・介護連携推進事業」、「生活支援体制整備事業」、

「認知症初期集中支援推進事業」、「認知症地域支援・ケア向上事

業」、「地域ケア会議推進事業」に取り組み、住民が安心して暮ら

すことができるよう、医療（病院等）と介護（デイサービス等）

のサービスを円滑に提供するための仕組み作りや、住民主体の地

域活動を無理せず持続する方法探しのお手伝い、認知症になった

場合でも安心して相談できる仕組み作り等を通じて、住民が互い

に支援し合い、現有の社会資源を有効活用することで「本町にふ

さわしい高齢者福祉」を探し求める活動を、継続して取り組みま

す。 

 

 

（３）地域支援事業費の見込み 

地域支援事業費は、以下のとおり見込んでいます。 

（単位：千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

 地域支援事業費 20,114 
(3.4%) 

20,114 
(3.3%) 

20,114 
(3.3%) 

 介護予防・日常生活支援総合事業 
8,181 
(1.4%) 

8,181 
(1.4%) 

8,181 
(1.3%) 

 包括的支援事業・任意事業 
11,933 
(2.0%) 

11,933 
(2.0%) 

11,933 
(2.0%) 

     
資料：地域包括ケア「見える化」システムから引用 
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（４）総給付費の見込み 

第７期事業期間（3 年間）の総給付費は、約 17 億円と見込んで

います。 

第６期事業期間（3 年間）の総給付費は、約 14 億 5 千万円と

見込んでいることから、約２億 5 千万円増加する予定です。 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

資料：地域包括ケア「見える化」システムから引用 

 ※千円未満は、切り捨てています。 

※総給付費は、各年度の年報（様式３、４．保険給付支払状況の介護サービス等諸費、 

介護予防サービス等諸費、特定入所者介護サービス等費の合計）から、引用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

項目 年度 
総給付費 

（見込み） 

総給付費 

（単年度実績） 

総給付費 

（３年間実績） 

第 4 期 

平成 21 年度 415,823 451,590 
1,427,680 

（実績） 
平成 22 年度 423,790 484,660 

平成 23 年度 473,468 491,430  

第 5 期 

平成 24 年度 459,714 499,498  
1,530,941 

（実績） 
平成 25 年度 460,764 513,298  

平成 26 年度 478,846 518,145 

第 6 期 

平成 27 年度 503,939  508,468 
1,447,608 

（見込み） 
平成 28 年度 502,852  477,217 

平成 29 年度 503,518  － 

第７期 

平成 30 年度 560,080 － 
1,702,278 

（見込み） 
平成 31 年度 565,106 － 

平成 32 年度 577,092 － 
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（５）介護給付の適正化に向けた取組み（介護給付適正化計画） 

「介護給付の適正化」の考え方は、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、適切なサービスの確

保とその結果としての費用の効率化を通じ、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ものとされており、

次の７項目に取り組みます。  

 ① 要介護認定の適正化 

   本町の被保険者である方の「全ての要介護認定調査」の内

容について、「記入漏れ」や「選択項目と特記事項の整合性」

等を事後点検するよう、取り組みます。 

   また、認定審査会の審査結果において、一次判定から二次

判定の軽重度変更率の地域格差及び保険者間の合議体格差

の分析等を行います。 

実施目標 
平成 30 年度 

数値目標 

平成 31 年度

数値目標 
平成 32 年度 

数値目標 

全ての要介護認定調査の事後

点検を行う。 
100％ 100％ 100％ 

合議体間、県や全国平均の変更

率と比較し、合議体の傾向の把

握や理由の検証を行う。 

２回／年 

 

２回／年 

 

２回／年 

 

② ケアプランの点検 

   在宅介護サービス計画・介護予防サービス計画の記載内容

を点検し、介護支援専門員等とともに確認検証しながら、介

護支援専門員の「気づき」を促すとともに、「自立支援に資

するケアマネジメント」の実践に向けた取組支援を行います。 

実施目標 
平成 30 年度 

数値目標 

平成 31 年度 

数値目標 

平成 32 年度 

数値目標 

町内の居宅介護支援事業所に

従事する各介護支援専門員に

対し、「ケアプラン実施の手引

き」を基に、書類点検及びヒア

リングを年１件以上行う。 

介護支援専門

員数と同数以

上 

同左 同左 
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③ 住宅改修の点検と福祉用具購入・貸与調査 

  ア 住宅改修の点検 

    受給者の身体状態に応じた適切な居住改修を行うため、 

改修の施工前確認や施工後等の内容確認を行います。 

 

実施目標 
平成 30 年度

数値目標 

平成 31 年度

数値目標 

平成 32 年度

数値目標 

（
施
工
前
） 

事前申請書類（写真・図

面・見積書等）の内容及

び訪問調査との整合性

を、全件確認する。 

100％ 100％ 100％ 

訪問調査は、全件担当課

員が行い、在宅生活の継

続に相応しい改修内容

を、本人や家族・病院等

と協議する。 

100％ 100％ 100％ 

（
施
工
後
） 

支給申請書類（竣工写

真・図面等）が、施工前

に協議した内容と同等で

あるかを、全件確認する。 

100％ 100％ 100％ 

現地確認は、担当課員が

行うが、本人への聞取り

や訪問調査時に立会した

病院職員や介護支援専門

員等から改修後の在宅生

活状況を確認すること

で、現地確認をしたとみ

なす。 

100％ 100％ 100％ 
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イ 福祉用具購入・貸与調査 

     受給者の身体状態に応じた適切な福祉用具購入・貸与

を行うため、書類確認や訪問調査を行います。 

 

実施目標 
平成 30 年度

数値目標 

平成 31 年度

数値目標 

平成 32 年度

数値目標 

（
購
入
・
貸
与
前
） 

書類（カタログやケ

アプラン等）で内容

を、全件確認する。 

100％ 100％ 100％ 

訪問調査は、全件担

当課員が行い、在宅

生活の継続に相応し

い内容を、本人や家

族・病院等と協議す

る。ただし、本人の

身体状態が確認でき

る場合は、訪問調査

をしたとみなす。 

100％ 100％ 100％ 

（
購
入
・
貸
与
後
） 

書類（カタログやケ

アプラン等）で確認

した内容と同等であ

るかを、全件確認す

る。 

100％ 100％ 100％ 

現地確認は、担当課

員が行うが、本人へ

の聞取りや訪問調査

時に立会した病院職

員や介護支援専門員

等から購入・貸与後

の在宅生活状況を確

認することで、確認

要件を満たすことと

する。 

100％ 100％ 100％ 

 
 



 

67 

④ 縦覧点検・医療情報との突合 

   請求誤り等を早期に発見するための作業であり、当該点検

項目の一部を、国民健康保険団体連合会に委託して、行いま

す。 

また、本町は、「要介護認定期間の半数を超える短期入所

受給者一覧表」・「軽度の要介護者にかかる福祉用具貸与品目

一覧表」・「居宅介護支援再請求等状況一覧」の 3 項目に関

する確認を行います。 

 

実施目標 
平成 30 年度

数値目標 

平成 31 年度 

数値目標 

平成 32 年度

数値目標 

縦覧点検        

（国保連に委託して実施） 
100％ 100％ 100％ 

上記 3 項目は、国保連から

帳票が届いた際、該当する書

類確認や、介護支援専門員・

事業所に理由等を電話等で

確認する。又は、書類作成の

指導を行う。 

100％ 100％ 100％ 

医療情報との突合    

（国保連に委託して実施） 
100％ 100％ 100％ 
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⑤ 介護給付費の通知 

   受給者本人（家族を含む）に、介護報酬の請求及び費用の

給付状況等について通知することにより、受給者や事業者に

対して、適切なサービスの利用と提供を普及啓発する。 

加えて、受給者本人等に、提供されているサービスを改め

て認識していただくため、介護給付費通知書を発送します。 

実施目標 
平成 30 年度

数値目標 

平成 31 年度

数値目標 

平成 32 年度

数値目標 

存命である受給者本人又はそ

の家族宛に、介護給付費通知

書（紙ベース）を郵送する。 

年２回 年２回 年２回 

 

⑥ 国民健康保険団体連合会の適正化システムの活用 

   国民健康保険団体連合会の適正化システムで、「福祉用具

貸与費一覧表」や「支給限度額一定割合超一覧表」等を活用

し、各種指標の偏りを基に、事業者等に聞取り調査等を行い

ます。 

実施目標 
平成 30 年度

数値目標 

平成 31 年度

数値目標 

平成 32 年度

数値目標 

福祉用具貸与費一覧表を基

に、事業者等に聞取り等を行

う。 

年 1 回 年 1 回 年 1 回 

支給限度額一定割合超一覧

表を基に、事業者等に聞取り

等を行う。 

年 1 回 年 1 回 年 1 回 

 

⑦ 上記①～⑥の関連事項や上記①～⑥以外に必要と認める事項

の取組みについて 

   上記①～⑥に掲げる適正化事業に取組みながら、更に適正

化事業の効果を上げるために有効と思われる方法（認定調査

員の実地指導等）を検討し、取り組みます。 
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4）第１号被保険者保険料 

介護給付及び介護予防給付費に加え、低所得者や利用者の費用負担

の軽減に充てる費用、保険者（本町）で介護予防を中心に展開する地

域支援事業費用をそれぞれに見込みます。 

前計画と比較して、基準額月額が 6.4％増加しています。 

算定された本町における 3 年間（平成 30～32 年度）の保険料基

準額（月額）は、5,850 円となります。 

 

①第 7 期介護保険料基準額（月額） 

※端数調整なしで算出された金額である。 
5,844 円 

②第 6 期介護保険料基準額（月額） 5,500 円 

③第 6 期→第 7 期の増減率 6.4％ 

  

 ※過去の介護保険料基準額（月額）は、以下のとおりです。   

項   目 金額 対前期比 

第１期（平成 12～14 年度） 2,975 円 ― 

第２期（平成 15～17 年度） 3,600 円 625 円 

第３期（平成 18～20 年度） 3,800 円 200 円 

第４期（平成 21～23 年度） 4,083 円 283 円 

第５期（平成 24～26 年度） 4,600 円 517 円 

第６期（平成 27～29 年度） 5,500 円 900 円 
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5）円滑な制度運営のための方策 

平成 12 年度の介護保険制度の導入以降、着実に浸透してきた介護

保険制度の実績を踏まえるとともに、目標である平成 37 年度に向け

て、次の方策のもと、介護保険の安定的かつ継続的な運営を推進しま

す。 

（1）サービス基盤の計画的な整備 

介護保険制度は、高齢者が介護や支援を必要とする状態になって

も、可能な限り住み慣れた地域や家庭において、その能力に応じて

自立した日常生活が営むことができるようにすることを基本とし、

居宅サービスを重視するものであることを踏まえ、今後の介護保険

サービスの必要量に基づき、サービス基盤の整備を計画的に進めま

す。 

 

（2）円滑な制度運営のための推進体制の強化 

① 介護サービスの質の向上 

各介護サービス事業者では、各種研修を積極的に受講し、担当者

の技能向上を図っています。更に、地域ケア会議などを通じて介護

サービスの質の確保を進めていきます。 

また、介護サービス事業者と介護保険担当課における全般的な情

報交換も充実させていきます。 

② 要介護認定調査の適正化の推進 

認定審査会は、嶺北広域行政事務組合内に設置しており、認定調

査は本山町及び本山町居宅介護支援事業所で実施しています。 

認定調査員は、各研修の受講や、認定審査会の判定結果を確認す

ることで、日常業務においても技能向上を図っています。 

③ 地域の福祉と資源を活用した支援 

 社会福祉協議会との協議に加え、介護支援専門員や生活支援コ

ーディネーター等が、地域ケア会議に参加いただくことで、支援

を必要とする高齢者等に対し、介護サービスと地域資源を有効活

用した支援内容を提供できるよう取り組みます。
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④ 相談及び苦情処理の推進 

保険者として、介護サービスの利用者などからの相談及び苦情処

理体制の強化に努めるとともに、介護サービス事業者の指導・監督

を行う県、介護サービスの苦情処理機関である国民健康保険団体連

合会との連携を図り、苦情の対応及び解決に努めます。 

 

（３）利用者への配慮 

① 的確な情報提供の推進 

必要とする介護サービスを適切に利用できるよう、地域包括支援

センターなどを通じて利用者への的確な情報提供に努めます。 

② 保険料等の負担軽減への配慮 

介護保険制度は、負担と給付の関係を明確にし、介護を社会全体

で支え合うことを基本としており、すべての被保険者が保険料を負

担し、サービスを利用する場合は、原則として、費用の１割（所得

金額によっては２割、又は２割負担者のうち特に所得の高い場合は、

３割負担となる場合があります。ただし、月額 44,400 円の負担

の上限があります（平成 30 年 8 月施行）。）を負担することとして

います。 

保険料では、前計画から継続して、第 1 号被保険者において、所

得段階別に応じた区分を設けます。 

 
【第７期】(平成30～32年度) 【第６期】(平成27～29年度)

所得段階 対象となる方 保険料
年額
(円)
①

保険料
月額
(円)
②

第6期保
険料月額
との差額
(円)

所得段階 保険料
保険料
月額
(円)

第2段階
世帯全員が住民税非課税かつ課
税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円超120万円以下

基準額
×0.75

52,650 4,387 262 第2段階
基準額
×0.75

4,125

第3段階
世帯全員が住民税非課税かつ課
税年金収入額と合計所得金額の
合計が120万円超

基準額
×0.75

52,650 4,387 262 第3段階
基準額
×0.75

4,125

第4段階

本人が住民税非課税で、（世帯
に課税者がいる）課税年金収入
額と合計所得金額の合計が80万
円以下

基準額
×0.9

63,180 5,265 315 第4段階
基準額
×0.9

4,950

第5段階

本人が住民税非課税で、（世帯
に課税者がいる）課税年金収入
額と合計所得金額の合計が80万
円超

基準額
×1.0

70,200 5,850 350 第5段階
基準額
×1.0

5,500

第6段階
住民税課税で、合計所得金額
120万円未満

基準額
×1.2

84,240 7,020 420 第6段階
基準額
×1.2

6,600

第7段階
住民税課税で、合計所得金額
120万円以上200万円未満

基準額
×1.3

91,260 7,605 455 第7段階
基準額
×1.3

7,150

第8段階
住民税課税で、合計所得金額
200万円以上300万円未満

基準額
×1.5

105,300 8,775 525 第8段階
基準額
×1.5

8,250

第9段階
住民税課税で、合計所得金額が
300万円以上

基準額
×1.7

119,340 9,945 595 第9段階
基準額
×1.7

9,350

※保険料月額(円)の小数点以下は、非表示。

基準額
×0.45

第1段階 2,475第1段階

生活保護受給者、世帯全員が住
民税非課税の老齢福祉年金受給
者、世帯全員が住民税非課税か
つ課税年金収入額と合計所得金
額が80万円以下

基準額
×0.45

31,590 1572,632
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第 4 章 障害者計画 

1. 障害者施策の基本目標 

基本理念に基づき、「誰もが一人ひとりいきいき輝いて暮らせるまち本

山町」の実現に向け、本計画は、下記の３つの基本目標を掲げ、障がいの

ある人の自立を支えるまちづくりを目指します。 

 

基本目標１ お互いを思いやり、ともに支え合う環境づくり 

さまざまな交流や学習機会を通じて、障がいや障がいのある人に対す

る理解を促進するとともに、障がいのある人の地域生活を支えるボラン

ティアの育成、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化7を推進します。

また、地域の住民が、一人ひとりの個性や違いを尊重し合いながら、お

互いを思いやり、ともに支え合う地域社会づくりを目指します。 

 

 

基本目標２ 地域生活を支える保健・福祉・医療の充実 

障がいのある人やその家族等の悩みや要望、提案などの声を聞き、ニ

ーズを的確に把握しながら、サービス提供体制の確保や質の向上を進め

ます。 

また、生涯を通じて一貫したきめ細かな支援ができるよう、関係分野

及び関係機関の総合的な連携のもとに支援体制の充実を図るとともに、

権利擁護の推進に努め、地域で安心して暮らしていくことのできる地域

社会づくりを目指します。 

 

 

基本目標３ 心豊かな暮らしをもたらす社会参画の促進 

一人ひとりがその能力を伸ばし、発揮しながら地域社会の一員として

貢献することができ、その人の意向に応じて積極的に社会参加すること

ができる環境づくりを推進し、意欲と生きがいに満ち、心豊かに暮らし

ていくことのできる地域社会づくりを目指します。 

                                            
7 バリアフリー化：高齢者や障がいのある人等が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的・精神

的な障壁を取り除くための施策。 
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2. 施策体系 

基本目標の実現に向け、各分野及び関係機関等と連携を図りながら、効

果的で効率的な施策展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 地域生活を支える保健・福祉・医療の充実 

基本目標３ 心豊かな暮らしをもたらす社会参加の促進 

主要施策 1-1 相互理解の促進 

主要施策 1-2 ボランティア活動の促進 

主要施策 1-3 福祉のまちづくりの推進 

主要施策 1-4 災害時対策の充実 

主要施策 2-1 在宅生活支援の充実 

主要施策 2-2 日中活動の場の充実 

主要施策 2-4 経済的支援の周知 

主要施策 2-3 生活の場の確保 

主要施策 2-5 相談支援の充実 

主要施策 2-6 保健・医療の充実 

主要施策 3-1 療育・教育体制の充実 

主要施策 3-2 雇用促進と就労支援の充実 

主要施策 3-3 移動・コミュニケーション支援の充実 

主要施策 3-4 スポーツ・文化活動の促進 

主要施策 3-5 障害者団体の育成・支援 

主要施策 2-7 権利擁護の推進 

基本目標１ お互いを思いやり、ともに支え合う環境づくり 
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3. 施策の展開 

１）お互いを思いやり、ともに支え合う環境づくり 

主要施策１-１ 相互理解の促進 

 

 現況と課題 

障がいに対する理解促進は、嶺北４町村で設置している「れいほく地

区障害者自立支援協議会」が主催する「あったかハートふれあい大会」

などで、意識啓発活動を進めています。 

障がいのある人が地域で自立した暮らしをしていくためには、障がい

のある人を支える地域の理解が必要となることから、今後も引き続き、

ノーマライゼーションの理念や共生に対する理解を深めていく取り組み

に、力を入れていかなければなりません。 

 

施策の方向性 

障がいの特性や配慮について知ってほしいことなどを集約し、住民に

周知するとともに、福祉教育など障がいに対する理解促進に向けた取り

組みを推進します。さらに、障がいのある人同士あるいは障がいの有無

に関わらず、交流促進を図っていきます。 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

町広報等での意識啓発 町広報を活用し、ノーマライゼーションの理念等についての記事

を掲載し、住民に対する意識啓発を行います。 

各種イベントへの参加促進 町内外で実施されるスポーツ大会や各種レクリエーションにお

いて、障がいのある人も気軽に参加できるような配慮や支援を行

い、さまざまな人が交流できる場の創出に努めます。 

町職員に対する研修 

 

町職員の障がいに対する理解に向けた研修を、職員研修担当部局

の協力のもとに進めます。 

福祉教育の推進 関係機関との連携を図り、地域や教育現場での福祉教育の推進に

努めます。 

 

基本目標 

 



 

75 

主要施策１-２ ボランティア活動の促進 

 

 現況と課題 

ボランティア活動は、本町では4つのボランティア団体（ボランティア

「じゃがいもの会」、どんくりボランティア本山の会、シルバー介護士本

山の会「ふきのとう」、紙芝居「もとやま」）が活動しており、福祉イベ

ントや障がいのある人に対する支援活動等が行われています。 

また、啓発イベントや研修などに参加し、各種活動の向上が図られて

いますが、同じ人が複数のボランティア団体に参加していたり、参加者

の高齢化が進んでいるため、新たな人材確保が課題となっています。 

 

施策の方向性 

ボランティア活動が活発に行われるよう、障がいのある人のニーズの

把握に努めながら、活動の場や機会の確保・ボランティア養成講座の周

知等により、住民が気軽に参加できる環境づくりに努めます。 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

ボランティア活動支援事業

（地） 

精神障がい者の社会復帰に向けた活動に対する情報提供や精神

障がい者に対するボランティア活動に対する支援を、社会福祉協

議会と連携して行います。 

ボランティアはじめの一歩 現在活動しているボランティア団体とボランティア活動をはじ

めたい人が一緒になって、事例発表や入門講座の開催を実施し、

ボランティア活動の促進及びさらなる活動の活性化を図ります。 

ボランティア講座等の開催及

び参加促進 

関係機関と連携し、県や社会福祉協議会等が実施する各種講座等

の周知を行います。 

※（地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策１-３ 福祉のまちづくりの推進 

 

 現況と課題 

障がいのある人が地域で安心して暮らし、積極的に社会参加していく

ことができる環境づくりの推進にあたっては、ハード・ソフト両面のバ

リアフリー化に向けたアプローチが必要です。 

ハード面のバリアフリー化は、ハートビル法8に基づき、誰もが利用し

やすい公共空間の整備を図っていますが、十分整備が進んでいない状況

です。 

 

施策の方向性 

すべての人が使いやすいユニバーサルデザイン9の視点に立って、障が

いのある人等の声を取り入れながら、公共空間のバリアフリー化を推進

していくとともに、地域生活の拠点となる住環境の改善に努めます。 

また、住民に対して広くバリアフリー化の意義や大切さの理解促進を

図り、障がいのある人が安心して暮らし、外出できる生活環境づくりを

進めるため、ハード・ソフト両面におけるバリアフリー化を町内全体に

推進していきます。 

 

 

                                            
8 ハートビル法：「高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」

の略称で、平成 6 年に制定された法律。 
9 ユニバーサルデザイン：年齢や性別、文化の違いや障がいの有無にかかわらず、誰もが使いやすい製品

設計。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

公共施設及び道路等の 

バリアフリー化の推進 

集会所等多くの人が利用する公共施設や道路について、段差の

解消や歩道の確保、障がい者トイレの整備などのバリアフリー

化を推進します。 

新庁舎の整備についても、高齢者や障がいのある人が利用しや

すい施設になるようバリアフリー化を実施します。 

公営住宅等整備事業 

 

障がいのある人や高齢者等の入居に対応するため、町営住宅の

建設に際しては、バリアフリーが義務付けられています。既存

の町営住宅においては、バリアフリーの視点で、必要に応じ住

宅改造・改修を図ります。 

学校施設のバリアフリー化 

の推進 

関係機関との連携強化のもと、障がい者用トイレやエレベータ

ーの設置、段差の解消など、学校施設のバリアフリー化を推進

します。 

バリアフリー化に関する啓発 

 

障がいのある人が外出しにくい環境をつくらないよう、住民に

対する啓発を行います。 

住宅改造支援事業 介護の必要な重度の身体障がい児・者が、住宅において安全か

つ健やかな生活を送るために必要な既存住宅の改造費用を助

成します。 

住宅改修費給付事業（地） 身体障がい児・者が、室内外における移動や、浴室、トイレ等

の使用を容易にするための用具の購入や改修に要する費用の

一部を助成します。 

※（地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策１-４ 災害時対策の充実 

 

 現況と課題 

災害対策基本法が改正され避難行動要支援者名簿の作成や避難支援等

関係者への名簿情報提供、個別避難支援プラン（個別支援計画）の策定

などが義務づけられました。これらの対策が有効に機能するために、障

がい当事者から名簿掲載の同意を得て、名簿を整備しました。 

今後は、地域の共助力によって災害時に配慮の必要な隣人に対し、円

滑に支援を行えるよう「優しい地域づくり」の取り組みを進めるため、

名簿の情報提供と個別避難支援プランの作成が急がれます。 

本山町社会福祉協議会では、「本山町地域見守りネットワーク推進会」

による集落座談会を開催し、独居高齢者や障がいのある人への、地域住

民による声かけや見守り活動、災害時の安否確認などの情報共有や意見

交換を行っています。 

また、自主防災組織では県下一斉の防災訓練時等において、避難・救

出等の自主的な活動を実施しています。 

今後も、さらに迅速な初期活動が行われるよう、関係機関と連携しな

がら、緊急時の通報や避難支援体制を強化していくことが必要です。 

 

施策の方向性 

東日本大震災等の教訓を踏まえ、今後も、災害時等に援助が必要な障

がいのある人等について、地域全体で見守り・助け合う体制の強化を図

っていくとともに、避難訓練の実施や地震災害・防災知識等の理解促進

と普及啓発に取り組みます。 

また、関係機関との連携体制を強化し、個人情報の保護に配慮しなが

ら、いざという時の初期活動が円滑に行われる体制づくりを推進すると

ともに、避難所における障がいのある人等の受け入れ体制の整備に努め

ます。 
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●具体的な取り組み 

項 目 内     容 

災害時要配慮者の把握 社会福祉協議会や地域包括支援センター、消防署、自主防災組織

等との連携を強化しながら、災害時に配慮が必要な障がいのある

人等の状況把握に努めます。 

災害時要配慮者対策 災害時要配慮者台帳システム化も視野にいれながら、個別避難支

援プランを作成するとともに、災害時の情報の伝達方法の仕組み

づくりを進めていきます。 

施設における防災対策の促進 

 

社会福祉施設等に対し、防災設備の整備や施設入所者の避難対策

が万全に講じられるよう、連携を密にして取り組みます。 

避難所における障がい者受け

入れ体制の整備 

災害時に障がいのある人が安心して避難所で過ごすことができ

るよう、関係機関と連携しながら、必要な医療体制や介護体制を

整備します。 

また、災害時要配慮者のための福祉避難所は、現在、町内に2か

所（障害者支援施設 しゃくなげ荘・本山町保健福祉センター）

ありますが、引き続き福祉避難所の指定促進に努めます。 
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２）地域生活を支える保健・福祉・医療の充実 

主要施策２-１ 在宅生活支援の充実 

 

 現況と課題 

障がいのある人が地域で安心した暮らしを営んでいくうえで、在宅生

活を支える各種サービスや日中の居場所・相談支援の充実は欠かせませ

ん。 

身体介護や家事援助といった居宅介護等は、障がい者や介護者の高齢

化に伴ってその需要が増加すると見込まれることから、提供体制の充実

を図る必要があります。また、障がい者の短期入所は、町内及び近隣市

町の事業所において対応するなど、提供体制はほぼ確保できていると思

われますが、緊急時の受け入れについて検討が必要です。 

今後は、地域生活支援事業として位置づけられた「日中一時支援事業」

とあわせ、障がい者の在宅生活を支える家族や介助者に対する支援の充

実を図っていく必要があります。 

 

施策の方向性 

在宅生活を支える居宅介護等について、それぞれの障がい特性を理解

したヘルパーの確保・養成とサービス提供体制の確保に努めます。 

また、介護している家族等の緊急時や一時的な休息に対応できるよう、

障がい者を一時的に預かる場やいきいきふれあいセンター事業による障

がい者の集いや相談支援等の充実を図り、在宅生活を支援します。 

 

 

基本目標 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

食の支援対策 調理が困難な一人暮らし等の障がいのある人に対し、配食サービスも

含め、食の支援対策のあり方の検討を進めていきます。 

居宅介護等（自） 自宅での入浴・排せつ・食事等の身体介護や、洗濯・掃除等の家

事援助、通院等の移動介護などを行います。 

訪問入浴サービス（地） 家族または介護者による入浴が困難な在宅の身体障がい者を対

象に、訪問入浴車により居宅を訪問し、入浴介護サービスを提供

します。 

短期入所（自） 障害者支援施設やその他の施設で、短期間、入浴、排せつ、食事等の

介護や日常生活上の支援を行います。 

日中一時支援事業（地） 障がい者の日中における活動の場を確保し、家族の就労や日常的

に介護している家族の一時的な休息を支援します。 

日常生活用具給付事業（地） 障がい者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具等を給付

します。 

補装具費の支給（自） 身体障がい児・者を対象に、身体機能を補うための補装具の交付

または修理に要する費用を負担します。 

いきいきふれあいセンター事

業 

※あったかふれあいセンター事業

を本町では、上記のように言い換

えています 

障がいのある人の日中の居場所や相談支援等を推進します。 

また、住民の身近な地区でのサテライト事業を展開します。 

 

 

 

 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 

 （地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策２-２ 日中活動の場の充実 

 

 現況と課題 

障がいのある人が、地域でその人らしく主体的に豊かな生活を送るた

めには、地域でいきいきと過ごすことのできる日中活動の場が重要な役

割を果たすことから、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの提

供体制と日中の居場所の確保や充実の必要があります。 

町内の通所サービスは、嶺北地域にある就労継続支援B型事業所（りん

どう、どんぐり、ファースト）によって、サービスが提供されています。 

また、障がいのある人の集う場所として、いきいきふれあいセンター

事業や料理教室等を実施しています。 

 

施策の方向性 

介護保険サービス提供事業者と連携し、基準該当サービスの登録制度

を活用することにより、身近な場所で必要なサービスが適切に提供され

る体制の充実に努めます。 

また、障がいのある人の日中活動の場として、今後もいきいきふれあ

いセンターなどの機能の拡充に努め、国によって整備が求められている

地域生活支援拠点として位置づけできるか検討を行います。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

生活介護（自） 

 

地域や入所施設で安定した生活を営むことができるよう、福祉施

設で食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援、創作活動

等の機会の提供を行います。 

自立訓練（機能訓練）（自） 

 

地域生活を営むうえで必要となる身体機能や生活能力の維持・向

上を図るため、理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーショ

ンや日常生活上の相談支援等を行います。 

自立訓練（生活訓練）（自） 

 

地域生活を営むうえで必要となる生活能力の維持・向上を図るた

め、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常

生活上の相談支援等を行います。 

療養介護（自） 

 

医療機関への長期入院による医学的管理のもとに、食事や入浴、

排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行います。 

生活訓練等事業（地） 

 

障がいのある人の日中活動の場として、調理教室や創作的活動、野外

活動等を実施し、社会参加と交流促進を図ります。 

また、今後も新規利用者の拡大に取り組みます。 

地域活動支援センター事業

（地） 

地域で生活する障がいのある人の日中活動の場として地域活動

支援センターの設置を検討します。 

いきいきふれあいセンター

事業 

※あったかふれあいセンター事

業を本町では、上記のように言

い換えています 

障がいのある人の日中の居場所や相談支援等を推進します。 

また、住民の身近な地区でのサテライト事業を展開します。 

 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 

 （地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 
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主要施策２-３ 生活の場の確保 

 

 現況と課題 

施設に入所している障がい者の家族に対するアンケート調査によると、

今後の暮らし方の希望として、約8割の人が今の施設で暮らしたい、家の

近くや気に入った施設に入所したいと答えています。こうした現状を踏

まえ、「施設から地域へ」を基本的な方向としながら、グループホーム等

も含め、支援の必要な人が安心して暮らしていくことのできる生活の場

を確保していかなければなりません。 

 

施策の方向性 

支援の必要な人が、施設を生活の場として適切に利用できるよう、経

過的措置の制度について周知していきます。 

また、地域での暮らしを希望する人が生活の場として利用できるグル

ープホーム等は、ニーズを把握しながら地域生活移行の実現に向け、町

内に設置できるよう努めます。 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

地域生活移行支援 

 

生活の場を施設や病院等から地域へ移行できるように、関係機

関で、具体的に必要に応じて話し合いを進めます。 

グループホーム（自） 

 

ニーズの把握により必要に応じて、グループホームの町内設置

に取り組みます。家事等の日常生活上の支援や生活などに関す

る相談や助言、日中活動で利用する事業所等の関係機関との連

絡・調整などを行います。 

施設入所支援（自） 

 

夜間に介護が必要な人、通所が困難な自立訓練、就労移行支援

の利用者に対し、夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生

活上の相談支援等を行います。 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 
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主要施策２-４ 経済的支援の周知 

 

 現況と課題 

障害年金の受給状況を確認したところ、年金受給が適切と思われる方

が未受給であったことが判明したケースもあります。 

現在、手帳交付時等において、特別障害者手当等の各種手当や障害年

金、各種割引制度や税等の減免について、該当すると思われる方に対し

ての説明や担当窓口の紹介等を行っていますが、今後も、制度の周知と

利用促進を図っていく必要があります。 

 

施策の方向性 

各種手当や障害年金、各種割引制度、税等の減免制度等について、適

切に利用できるよう、引き続き各種制度の周知と利用促進を図ります。 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

各種手当の周知及び手続き 

 

特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・高知県

重度心身障害児療育手当について、制度の紹介及び申請手続き

の支援を行います。 

各種割引及び減免制度に関

する情報提供 

公共交通機関等の各種割引制度や税・利用料等の減免制度等に

ついて、さまざまな機会や媒体を通して周知し、利用促進を図

ります。 

心身障害者扶養共済制度 

 

保護者が一定の掛金を納付することにより、保護者が死亡また

は重度の障がいになった場合に、障がい児・者に終身一定の年

金が支給される制度について、制度の紹介及び加入・支給等の

手続きを行います。 
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主要施策２-５ 相談支援の充実 

 

 現況と課題 

障がい全般の相談窓口は、「保健福祉センター」、「地域相談支援センタ

ーしゃくなげ」があり、相談内容に応じて専門機関につなげるなどの対

応を行っています。 

また、本山町社会福祉協議会、民生・児童委員や障害者相談員も身近

な相談窓口として相談に応じているほか、より専門的なケースにおいて

は、療育福祉センターや福祉保健所が実施している巡回相談・嘱託医相

談（県事業）等により対応しています。 

今後も、町が相談支援事業の実施主体として３障害等に対応した長期

的な相談支援を行うことが必要となることから、専門職の確保及び職員

のさらなる専門性の向上が課題となるほか、関係機関との連携体制を強

化していく必要があります。 

 

施策の方向性 

障がいの状態に応じたきめ細かな支援が行えるよう相談支援専門員や

理学療法士、保健師等、専門職の確保及び専門性の向上に向けた取り組

みを推進し、適切なケアマネジメント10の実施に努めます。 

さらに、町内相談支援事業所の継続支援、広報・啓発活動、相談窓口

の充実・周知などを図るとともに、れいほく地区障害者自立支援協議会

本山町部会を中心に、地域の関係機関と連携しながら、困難事例への円

滑な対応やきめ細かな相談支援に努めます。 

 

                                            
10 ケアマネジメント：地域にあるサービスを有効に活用できるよう、本人の意向を尊重しながら、福祉、

保健、医療、教育、就労等におけるニーズとさまざまなサービス提供主体をつなぎ、調整すること。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

相談支援事業（地） 

 

適切な情報を提供できるよう、対応する職員等の専門性の向上を

図ります。 

相談支援事業所の設置 

 

大豊町と共同で町内に相談支援事業所を設置しています。 

広報・啓発活動 広報により情報の周知を充実させるとともに、れいほく地区障害

者自立支援協議会が中心となり「あったかハートふれあい大会」

を実施するなど、広報・啓発活動を行います。 

相談窓口の充実・周知 相談業務に従事する職員の資質向上を図り、関係機関との連携を

強化し、顔の見える関係づくりに努めます。  

また、相談窓口について、住民への周知を進めます。 

れいほく地区障害者自立

支援協議会（地） 

相談支援事業の適切な運営と、困難事例への円滑な対応、関係機

関の連携体制構築等を推進します。 

民生・児童委員による相談

支援等 

地域福祉の担い手として、障がいのある人をはじめ、さまざまな

支援を必要とする住民へのきめ細やかな相談・支援活動を行いま

す。 

身体障害者・知的障害者相

談員 

障がいのある人の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行

います。 

地域定着支援（自） 居宅において単身等で生活する人や施設・病院から退所・退院し

た人のうち、地域生活が不安定な方に対し、常時の連絡体制を確

保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に相談、緊急訪問

その他必要な支援を行います。 

 

※（地）障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 
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主要施策２-６ 保健・医療の充実 

 現況と課題 

現在、母子保健事業として保健師・助産師が新生児を全戸訪問し、発

達状態や家庭の状況についての把握及び育児支援を行っています。 

また、乳幼児に対する健康診査や訪問指導を実施し、運動機能や精神

発達の遅れなどについて、適切な指導・助言に努めるとともに、必要に

応じて療育福祉センターや児童相談所等の専門機関につなげています。 

児童虐待についても、保育所・学校や教育委員会等と連携しながら情

報共有し、「本山町要保護児童対策地域協議会」等において対応していま

す。 

発達支援を要する児の増加に伴い、発達支援等の専門機関への相談件

数も増加しています。これらに応えるための保護者への支援として、子

どもの成長発達に不安のある方に対し、保健師が相談に応じ、心理士が

それぞれの個性や発達にあった関わり方を助言する相談会を行っていま

す。 

また、日頃乳幼児に関わる保育士に対し、心理士が見立てや具体的な

支援方法を伝え、支援者のスキルアップを図っています。 

成人保健においては、障がいの原因となる疾病の予防や早期発見に向

けた健康診査や保健指導、健康教育を実施しています。 

精神保健は、保健師による事業所や相談事業所との定期的な情報交換、

訪問による病状把握や生活状況等の確認及び対応を行い、必要に応じて

医療機関をはじめ、関係機関と連携をとり、支援を行っています。 

いのちの大切さやうつ病の予防は、「高知県自殺対策強化事業」を通し、

町産業文化祭での啓発物の配布等の活動と、アルコール依存に関する実

態把握を行うべく準備を進めています。 

施策の方向性 

今後も乳幼児に対する健康診査や訪問指導、育児相談などの母子保健

業務を実施し、発達支援を要する児への早期支援に努めるとともに、保

護者等に対して障がい特性にあった、関わり方等の助言を行います。 

また、それぞれの障がい種別や状況、ライフステージ11別の課題に応じ

て関係機関と連携し、支援体制づくりに努めるとともに、必要な医療が

受けられるよう、自立支援医療をはじめとする各種医療制度や医療機関

                                            
11 ライフステージ：年齢の段階。人生のある時期。 
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等について、広報紙等で周知していきます。 

さらに、精神障がい者の社会的入院の軽減のためにも、医療機関と連

携しながら、地域においてさまざまなケースに対応できる体制の強化を

図るとともに、地域で生活が営めるように積極的に取り組みます。 

課題である専門医療機関の不足は、広域的な連携のもとに充実を図る

ように努めます。 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

乳幼児健康診査 

 

乳幼児期において健康診査を実施し、疾病の早期発見、早期治療を

図るとともに、食事や歯の相談、育児不安を軽減する相談に応じま

す。 

新生児・乳幼児訪問 

 

すべての新生児に対し、保健師等が訪問し、児の発達や家庭の状況

把握及び育児支援を行います。 

また、支援が必要な乳幼児や健診未受診者等に対する訪問も行いま

す。 

相談サロン 身体発達・発育に支援が必要な児、その保護者を対象に早期療育へ

のつなぎや育児支援を行います。 

育児相談 子育ての悩みや発達等に対し保健師・保育士が相談に応じます。 

地域医療検診（成人） 疾病の早期発見に努め、健康状態の把握をすることで自らの健康管

理を促進します。特に受診率の低い40・50歳代の受診を勧めます。 

健康教育（成人） 

 

健康に関する正しい知識の習得と生活習慣病の予防に向けた教室

を開催します。 

家庭訪問 家庭を訪問し、病状や治療、生活状況等を確認するとともに、必要

に応じて医療機関や福祉サービス等につなげます。 

精神障害者嘱託医相談 「嘱託医相談」（県事業）を活用し、精神科受診のきっかけづくり

や家族等への助言を行い、適切な精神科医療の活用を図るととも

に、医師等との検討会を通し、支援者の技術向上を図ります。 

自殺予防・うつ病予防事業 高知県自殺対策強化事業を活用し、いのちの大切さや心の健康につ

いての啓発を継続するとともに、相談支援体制の強化を図ります。 

自立支援医療（自） 

 

身体障がいの更生に必要な医療や精神疾患の治療を受けるための

医療費の一部を助成します。手続きや制度の内容についての理解・

活用促進を図ります。 

福祉医療 

 

重度の障がいのある心身障がい児・者を対象に、医療費にかかる保

険給付の自己負担分について助成を行います。 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 
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主要施策２-７ 権利擁護の推進 

 

 現況と課題 

権利擁護に向けた取り組みは、成年後見制度などのポスターやパンフ

レットの配置等により、その周知に努めています。 

また、本山町権利擁護支援センター（仮称）の設置と、本山町社会福

祉協議会による法人後見の実施を協議しています。 

 

施策の方向性 

今後も成年後見制度について、周知を図ります。 

また、その制度を利用すべきと判断される場合は、円滑に制度を利用

できるよう支援します。さまざまな場面で関係機関との連携を強化しな

がら、権利侵害や虐待（身体的・精神的・経済的等）の防止に努めます。 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

成年後見制度の周知 

 

障がいのある人等の人権や財産を守る成年後見制度につい

て、その有効性や手続き方法などを広く広報・啓発します。

併せて、専門職と連携した支援の取り組みを強化します。 

日常生活自立支援事業 社会福祉協議会とともに認知症がある高齢者や知的障がい

者・精神障がい者など、自己決定能力の低下した人の金銭管

理や福祉サービス利用を支援します。 

関係機関による情報共有 

 

障がいのある人の権利擁護・人権侵害に関する情報について、

関係機関の連携による情報共有を進めます。 

障害者虐待防止センターの設置 障害者虐待防止センター(健康福祉課)が、障害者虐待対応の

窓口となり、相談・支援を行います。 

本山町権利擁護支援センター 

（仮称）の設置 

※本山町権利擁護センター「さく

ら」を2018年12月1日に設置 

本山町権利擁護支援センター（仮称）の設置を協議し、誰も

が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられるよ

う、権利擁護に関する様々な取り組みを関係機関等と連携し

て推進します。 

社会福祉協議会による 

法人後見事業 

認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不

十分になり、本人では契約や財産の管理などが難しい方を法

律的に保護し、住み慣れた地域で安心して暮らすことができ

るよう支援します。 
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３）心豊かな暮らしをもたらす社会参加の促進 

主要施策３-１ 療育・教育体制の充実 

 

 現況と課題 

支援の必要な児童生徒への特別支援教育を効果的に実施していくため

には、できるだけ早期に、一人ひとりの状態を把握し、関係機関との連

携による適切な支援を行うことが重要となります。 

現在、就学前において保育士や保健師等と連携、情報共有しながら教

育相談を実施しています。 

また、教育支援委員会や発達支援協議会において、適切な就学や支援

方法についての情報共有を行い、保育所・小学校・中学校・高等学校へ

と支援方法をつないでいます。 

学校においては、特別支援教育学校コーディネーターが中心となって、

定期的な支援会、校内研修や特別支援教育と障がい者理解に向けた取り

組みを推進しています。 

保育士や教職員の障がいへの理解と個に応じた支援が求められており、

発達障害等も含め、特別支援教育に関する教職員の資質及び指導力の向

上に向けた取り組みを一層推進するとともに、児童生徒同士の障がいの

理解促進に努め、地域で暮らしていくことのできる環境づくりを進めな

ければなりません。 

 

施策の方向性 

特別支援教育の推進にあたり、特別支援教育学校コーディネーターを

中心に、教職員の資質向上に向けた取り組みを充実させるとともに、保

育所・学校側の受け入れ体制の充実に努めます。 

また、保育所・小学校・中学校や特別支援学校、関係機関との適切な

連携により情報共有を図り、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握

しながら、障がいのある子どものライフサイクルを見据えた一貫した教

育相談支援体制の構築に努めます。 

 

 

基本目標 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

教育支援委員会の開催 

 

児童生徒のうち障がいがあり、特別な支援を必要とする児童生徒

の適切な就学に向けて協議します。 

発達支援協議会の開催 関係機関の連携を進め、乳幼児から保育所・小学校・中学校・高

等学校・地域への就労支援体制へと支援をつなぎます。 

教育相談の実施 

 

主に就学に対し不安のある幼児・児童生徒を対象に、教育関係機

関が巡回し、相談を実施します。 

障がい児保育の充実 

 

障がいのある子どもを支援するため、保育所の受け入れ体制を充

実します。 

また、職員研修の実施により、指導力の向上に努めます。 

校内研修の実施 

 

特別支援教育を学校全体で進めるため、全教職員が障がいを理解

するための研修を定期的に行います。 

特別支援教育学校コーディ

ネーターの配置 

特別支援教育を推進するため、学校内及び関係機関との連絡調整

を行い、連携協力の体制整備を図ります。 

障がいのある人への理解を

深めるための授業の実施 

児童生徒の障がい理解を促進するため、授業等において人権教育

を進めます。 

 

 



 

93 

主要施策３-２ 雇用促進と就労支援の充実 

 

 現況と課題 

一般就労は、ハローワークなどが主体となり、雇用の底上げや職場適

応への支援などが行われています。 

平成29年１２月現在の町役場での法定雇用率は、2.19％となってお

り、目標は達成されています。 

福祉的就労の場としては、嶺北地域では就労継続支援B型事業所が３か

所運営されています。れいほく地区障害者自立支援協議会・就労支援部

会では、施設外就労の充実と工賃アップを目標とした活動に取り組んで

います。 

しかし、就労の場は限られており、多様な事業所の参入の可能性の検

討などが課題となっています。 

また、福祉施設からの一般就労への移行については、現在、福祉施設

入所者の多くは高齢や障がいが重度であり、移行を見込めない状況です。 

 

施策の方向性 

町役場の法定雇用率は達成しましたが、今後も行政自らが障がいのあ

る人の雇用に努めるとともに、非常勤職員や臨時職員としての任用を推

進します。 

また、関係機関と連携し、各種適応支援制度の活用を促進しながら、

職業リハビリテーション12の充実及び民間企業に対する働きかけを行い、

障がいのある人の就業の拡大に向け、就業生活支援センター等を活用し

て職場定着の促進と支援を図ります。 

福祉的就労の場は、就労継続支援事業の充実を図り、一般企業に勤め

ることが困難な人の就労の場の確保と交通手段についても検討していき

ます。 

また、特別支援学校卒業者の就労は、学校及び関係機関等と連携をは

かり支援を行います。 

                                            
12 職業リハビリテーション：障がいのある人に対して職業指導、職業訓練、職業紹介等の支援を行い、

職業生活における自立を図ること。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

就労移行支援（自） 

 

事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、

就労後の職場定着などの支援等を行います。（利用期間24か月

以内） 

就労定着支援（自） 就労移行支援等の利用を経て、一般就労した人に、相談を通じ

て生活面の課題を把握し、企業や関係機関等との連絡調整や課

題の解決に向けて必要な支援を行います。 

就労継続支援（Ａ型）（自） 

 

通所により、雇用契約に基づき就労の機会を提供するととも

に、一般就労への移行に向けた必要な支援・指導等を行います。 

就労継続支援（Ｂ型）（自） 

 

通所により、就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般

就労への移行に向けた必要な支援・指導等を行います。 

町内事業所の連携・協働 商品の共同開発、事業所製品の利用促進について連携・協働してい

きます。 

ハローワーク等との連携強化 障害者雇用に関する情報共有や事業者に対する理解促進に向

け、定期的に情報交換をするなどハローワーク等とのさらなる

連携強化を図ります。 

各種制度の利用促進 

 

ジョブコーチ支援13やトライアル雇用14をはじめ、職業能力開

発・訓練にかかる各種制度や事業主に対する各種助成について

の周知に努め、利用促進を図ります。 

更生訓練費（地） 就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している障がい

者で、利用負担額の生じない人及びこれに準じる人に対し、訓

練内容から必要と認められる訓練のための経費及び通所のた

めの経費の給付を行い、社会復帰を促進します。 

施設入所者就職支度金給付事

業（地） 

旧法身体障害者施設にて入所・通所による更生訓練を終了し、

また就労移行支援事業・就労継続支援事業を利用し、就職また

は自営により自立した人に対し、就職支度金を支給します。 

 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 

 （地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 

                                            
13 ジョブコーチ支援：知的障がい者及び精神障がい者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコー

チ（職場適応援助者）を派遣し、きめ細かな人的支援を行います。 
14 トライアル雇用：障害者試行雇用事業。短期の試行雇用の形で受入れることにより、事業主の障害者

雇用のきっかけをつくり、一般雇用への移行を促進する事業。 



 

95 

主要施策３-３ 移動・コミュニケーション支援の充実 

 

 現況と課題 

移動支援は、アンケート調査の中で回答が多く、関心の高さがうかが

えます。 

移動支援は、障害者総合支援法により、地域生活支援事業の必須事業

として移動支援事業及び給付事業での同行援護が位置づけられています。 

また、福祉タクシー・バス事業、自動車運転免許取得・改造助成事業

等、障害者福祉としての外出支援事業等を実施していますが、今後も移

動手段がない人に対する支援の充実が求められています。 

コミュニケーション支援についても、地域生活支援事業の必須事業と

して位置づけられており、担い手となる手話通訳者や要約筆記者の育

成・確保に努めていかなければなりません。 

 

施策の方向性 

移動支援は、相談支援事業所と連携し、移動支援事業及び同行援護等

のサービスの周知を図り、必要な人がサービスを利用できるよう委託先

の検討等に取組みます。 

また、福祉タクシー・バス事業等のサービス提供体制の充実について

も検討します。 

コミュニケーション支援は、ニーズの把握とともに手話通訳者及び要

約筆記者の派遣事業を聴覚障害者協会等の団体に委託し、提供体制の確

保を図るとともにサービスを担う人材の育成に努めます。 
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●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

福祉タクシー・バス事業 

 

福祉タクシー（75歳以上対象）・バス（７０歳以上が対象。1級

または2級の身体障害者手帳所持者に対しては利用券の増数）利

用券を交付し、病院への通院に対し助成します。タクシーを利用

して病院等に受診した際、基本料金を上回った額を助成していま

す。 

移動支援事業（個別支援型）

（地） 

屋外での移動が困難な障がい者を対象に、ガイドヘルパーを派遣

し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のため

の外出を支援します。 

同行援護（自） 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、

移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援を行います。 

自動車運転免許取得・改造助

成事業（地） 

障がい者が社会参加のために運転免許を取得する場合、また、自

らが所有し運転する自動車を改造する場合、その費用の一部を助

成します。 

手話通訳者・要約筆記者派遣 

（地） 

聴覚障がい者を対象に、手話通訳者や要約筆記者を派遣するとと

もに、人材の養成を図るための体制整備を図ります。 

 

※（自）障害者総合支援法に基づく自立支援給付サービス 

（地）障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 

 



 

97 

主要施策３-４ スポーツ・文化活動の促進 

 

 現況と課題 

高知県障害者スポーツ大会には、障害者支援施設 しゃくなげ荘入所者

を中心に毎年参加しています。スポーツ・文化活動に、誰もが気軽に参

加できるよう情報提供及び参加支援をしていく必要があります。 

障がいのある人が地域のさまざまな余暇活動等に参加することは、そ

の人の健康の維持や生きがいをもたらし、生活を豊かにしていくうえで

大きな役割を果たすことから、今後も、各種イベントに気軽に参加でき、

文化や芸術に触れることのできる環境づくりを進めていく必要がありま

す。 

施策の方向性 

ボランティア団体等と連携しながら、障がいのある人が気軽に参加で

きるよう運営方法に配慮しつつ、ニーズに応じたスポーツ大会やイベン

ト、各種講座等の開催とその情報提供に努め、参加を働きかけます。 

また、スポーツ・レクリエーションイベントの充実に加え、障がいの

ある人のスポーツ・レクリエーション活動を支える指導者・ボランティ

アの育成を推進します。 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

スポーツ大会・イベント等へ

の参加促進 

県が主催するスポーツ大会をはじめ、各種大会・イベント等につ

いて周知するとともに、気軽に参加できるよう支援します。 

ニーズに応じた各種講座の

開催 

障がいのある人やその家族等のニーズの把握に努めながら、参加

しやすい講座の開催に努めます。 

文化施設等の料金割引 障がい者が気軽に文化・芸術に触れる機会を持つことができるよ

う、割引制度の周知を図ります。 

活動を支えるボランティア

等の育成・確保 

障がいのある人のスポーツ・文化活動を支えるボランティア等に

ついて、養成講座や広報による呼びかけ等により、育成・確保に

努めます。 
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主要施策３-５ 障害者団体の育成・支援 

 

 現況と課題 

本町には、障がい者やその家族の団体として「本山町身体障害者連盟」

や「嶺北地区精神障害者家族会」が活動しており、各種研修会や交流活

動を通じ、当事者や家族の悩みの解消や情報交換などを行っています。 

本町では、こうした団体に対し、団体主催のイベント等への協力等を

行っています。 

 

施策の方向性 

今後も、活動資金の助成や説明会・講演会の実施、各種イベントなど

を通じて団体の自主的な活動を支援します。 

また、障害者施策を推進していくうえで情報共有を図ったり、障がい

のある人が意見を出しやすい場を設けたりするなど、当事者の意向を組

み入れた事業実施や協働による施策の推進に努めます。 

 

 

●具体的な取り組み 

取り組み名 取り組み概要 

障害者団体への支援 障害者団体の活動を支援するために補助金を交付します。 

障害者団体の活動支援 障害者団体等が主催する各種イベント等に協力し、自主的な活動

を支援します。 

障害者団体等との情報共有 障害者施策について障害者団体等と情報を共有し、協働すること

により、障害者施策を推進します。 
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４. 計画の推進に当たって 

１）計画の推進体制の確立 

障害者計画の推進にあたっては、れいほく地区障害者自立支援協議

会本山町部会を中心に、関係機関等との連携・協力のもとに、計画を

推進していきます。 

また、れいほく地区障害者自立支援協議会本山町部会で、計画の全

体的な実施状況の点検・評価と進行管理を行います。 

２）専門従事者の育成・確保 

障がいのある人の健康維持、機能回復、生活支援等に従事する専門

的な人材を広域的な連携のもとに確保し、資質の向上に努めます。 

また、分野・組織を越えた研修会や交流会の開催などを通じて、障

がいのある人に関わる専門従事者間の連携の強化を図ります。 

３）行政職員の資質向上 

各種研修の充実及び参加促進などを通じ、行政職員の障がいのある

人への理解と人権意識・福祉意識の向上を図り、複雑・多様化しつつ

ある施策ニーズに対し、柔軟に対応できる庁内体制の強化に努めます。 

４）財源の確保 

計画の推進に必要な財源を確保するため、町は、効果的、効率的な

サービス提供に努めるとともに、適正な利用者負担の設定等に取り組

みます。あわせて、国や県に対し、各種財政的措置を講じるよう要請

します。 

 

れいほく地区障害者自立支援協議会について 

 

  れいほく地区障害者自立支援協議会は、嶺北地域４町村の大豊町、本山町、

土佐町及び大川村において、障害者総合支援法の規定に基づき、相談支援事

業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な

役割を果たす協議の場として、れいほく地区における障害児者等の自立生活

を支援することを目的に設置しています。 
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法令によって定められている協議会の事務は、次のとおりです。 

 

(1) 福祉サービス利用に関わる相談支援事業の中立・公平性の確保に関する

こと。 

(2) 障害児者の支援に係る困難事例への対応のあり方に関すること。 

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。 

(4) 障害者の就労促進に関すること。 

(5) 障害福祉計画などの各種施策等の研究・検証に関すること。 

(6) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 

(7) 障害者の地域生活にかかる住民の理解促進に関すること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項。 
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第 5 章 障害福祉計画 

1. 障害福祉をめぐる状況と今後の課題 

 1）障がいのある人等の状況 

（1）障害者手帳所持者数の推移  

平成25年度から平成29年度における各種障害手帳所持者の推

移をみると、身体障害者手帳の所持者は減少し、療育手帳と精神障

害者保健福祉手帳の所持者数は増加しています。  

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成29年度 

身体障害者手帳 330 322 321 312 312 

療育手帳 42 42 44 47 48 

精神障害者 

保健福祉手帳 
18 21 24 30 31 

合計 390 385 389 389 391 

 

（2）身体障害者手帳所持者数の推移  

平成25年度から平成29年度における身体障害者手帳所持者の

推移をみると、各年度により増減を繰り返しています。障がいの種

類別では、視覚、聴覚、肢体障害が減少し、内部障害が増加傾向と

なっています。  

また、平成 25 年度から平成 29 年度までの障がい児・者の年齢

2 区分別でみると、18 歳以上（者）の減少がみられます。 

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

視覚障害 16 15 17 15 14 

聴覚障害 16 16 16 16 15 

言語障害 3 3 3 3 3 

肢体障害 210 206 197 189 187 

内部障害 85 82 88 89 93 

 

区分 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

18歳以上（者） 329 321 320 311 311 

18歳未満（児） 1 1 1 1 1 

 

（単位：人） 

（単位：人） 
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（3）療育手帳所持者数の推移  

平成25年度から平成29年度における療育手帳所持者の推移を

みると、区分Ｂ2 が増加しています。障がいの程度別にみると、Ａ

2（重度）Ｂ2(軽度)が多く、合わせると約 7 割を占めています。  

また、平成 25年度から平成 29 年度までの年齢 2 区分別でみる

と、18 歳未満（児）、18 歳以上（者）ともに増加しています。 

  

区分 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28年度 平成 29年度 

A1（最重度） 6 5 5 6 6 

A2（重度） 13 13 13 13 13 

B1（中度） 9 9 9 9 9 

B2（軽度） 13 14 16 18 19 

Ａ（旧重度） 0 0 0 0 0 

Ｂ（旧中軽度）  1 1 1 1 1 

合計 42 42 44 47 48 

 

区分 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

18歳以上（者） 38 39 39 42 42 

18歳未満（児） 4 3 5 5 6 

 

 

（4）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移  

平成25年度から平成29年度における精神障害者保健福祉手帳

所持者は、年々増加しています。各級とも所持者数が増加しており、

平成 27 年度から平成２8 年度に 2 級、3 級の所持者数が大きく

増加し、29 年度には 2 級の所持者数が 65.7％と最も多くなって

います。  

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

１級 1 3 5 3 3 

２級 14 15 15 19 23 

３級 3 3 4 8 9 

合計 18 21 24 30 35 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

（単位：人） 
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（５）自立支援医療（精神通院）受給者数の推移  

平成25年度から平成29年度における自立支援医療（精神通院）

受給者は、増加傾向にあります。 

平成２９年度には、町内に介護施設が整備されたことなどから受

給者数が大きく増加しています。 

  

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

自立支援医療 

精神通院受給者数 
61 66 66 65 74 

 

（単位：人） 
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2）平成 28 年度の目標達成状況 

（1）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

平成 28 年度の目標値は、施設入所者数 14 人、地域生活移行者

数２人、削減見込み者数０人としていました。施設入所者数の実績

は１６人と増加しており、地域生活移行者数の実績は０人となって

おり目標未達成となっています。 

福祉施設の入所者の地域生活への移行  

区分 数値 備考 

平成 28 年度末の施設入所者数（目標） 14 人     
 

平成 28 年度末の地域移行者数（目標）  0 人  

目標値 
地域生活移行 2 人 国指針・削減率 12％ 

削減見込 －人 国指針・削減率 ４％ 

平成 28 年度末の施設入所者数 16 人     
 

平成 28 年度末の地域移行者数 0 人  

実績値 
地域生活移行 0(0%) 

 
削減見込 －(0%) 

 
 

 

（2）福祉施設からの一般就労への移行 

平成 28 年度末の一般就労への移行者数は０人となっており、目

標値どおりとなっています。  

福祉施設からの一般就労への移行  

区分 人数 備考 

平成 24 年度の一般就労移行者数【基準値】 0 
 

目標値  平成 28 年度の一般就労への移行者数  0 平成 24 年度末実績の 2 倍 

実績値  現在の一般就労への移行者数 0   
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3）障害福祉サービスの利用実績 

（1）訪問系サービス 

訪問系サービスは、居宅介護と重度訪問介護の利用実績となって

います。利用人数、利用時間ともに計画を上回っています。 

 

 

サービス種別 

実利用人数 

（単位：人） 

利用時間 ／月 

（単位：時間） 

平成 27

年度  
平成 28

年度  
平成 29

年度  
平成 27

年度  
平成 28

年度  
平成 29

年度  

居宅介護、重度訪問

介護、行動援護、重

度障害者等包括支

援、同行援護 

計画値  
9  10  10 80  90 90 

実績値  
12 8 10 103 110 96 
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（2）日中活動系サービス 

生活介護では、利用人数は計画通りか増加をしてしますが、利用

計日数は計画の 9 割程度となっています。 

療養介護の利用人数は計画値どおりとなっています。 

短期入所では、利用人数、利用日数ともには計画よりも少ない年

度が多くなっています。 

自立訓練(機能訓練)は、利用者なしの計画となっていましたが、

平成 28 年度には利用があり、自立訓練(生活訓練)では、利用人数

は計画通りでしたが、利用日数は計画を少し上回っています。 

就労移行支援は、特別支援学校を卒業する際の進路の検討時に利

用することがほとんどで、利用のある年度の利用日数は計画を大き

く下回っています。就労継続支援(A 型)でも、利用人数と利用日数

ともに計画を下回っています。就労継続支援(B 型)は、平成 27 年

度、平成 28 年度の利用人数は増加していますが、平成 29 年度に

は減少しています。利用日数は、平成 28 年度、平成 29 年度共に

計画範囲内で収まっています。 

サービス種別 単位 

実利用人数 

単位 

利用日数（人日／月） 

平成 27

年度  

平成 28

年度  

平成 29

年度  

平成 27

年度  

平成 28

年度  

平成 29

年度  

生活介護  
計画値 人 15 15  15 日 345 345  345  

実績値 人 17 15 18 日 337 324 325 

療養介護  
計画値 人 1 1 1 － ―   ―  ― 

実績値 人 1 1 1 － ―   ―  ― 

短期入所  
計画値 人 3 3 3 日 10 15 21 

実績値 人 2   2 1 日 19 15 7 

自立訓練 

(機能訓練) 

計画値 人 0  0  0  日 0 0 0 

実績値 人 0  0  1  日 0  0  19  

自立訓練 

(生活訓練) 

計画値 人 1 1 0  日 20 20 0 

実績値 人 1 1 0 日 22 22 0 

就労移行

支援  

計画値 人 2 1 2 日 42 22 42 

実績値 人 1 1 0 日 16 5 0 

就労継続

支援(A 型)  

計画値 人 3 3 2 日 62 62 42 

実績値 人 2 1 1 日 43 22 20 

就労継続

支援(B 型)  

計画値 人 16 16 16 日 256 256 256 

実績値 人 18 18 16 日 256 240  180 
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（3）居住系サービス 

共同生活援助、施設入所支援とも、ほぼ計画に沿った実績となっ

ています。   

サービス種別 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

共同生活援助 
計画値 人 11 11 11 

実績値 人 10 12 11 

施設入所支援  
計画値 人 17 17 16 

実績値 人 18  16 17 

 

（4）相談支援（サービス等利用計画作成) 

相談支援(サービス等利用計画作成)の実績は、全ての計画年度で

計画値の範囲内で収まっています 

地域移行支援、地域定着支援は、平成 27 年度から平成 29 年度で

の利用がありませんでした。 

サービス種別 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

計画相談支援  
計画値 人 11 人／月  11 人／月  12 人／月  

実績値 人 9 人／月 11 人／月 11 人／月 

地域移行支援  
計画値 人 0 人  0 人  0 人  

実績値 人 0  0  0  

地域定着支援  
計画値 人 0 人  0 人  0 人  

実績値 人 0  0 0 
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4）地域生活支援事業の利用実績  

（1）理解促進研修・啓発事業 

平成 27 年度から平成 29 年度まで、実績はありません。 

事業名 
 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

理解促進研修・啓発事業  実績値 無 無 無 

注:計画値はありません。 

（2）自発的活動支援事業 

平成 27 年度から平成 29 年度まで、実績はありません。 

事業名 
 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

自発的活動支援事業  実績値 無 無 無 

注:計画値はありません。 

（3）相談支援事業 

障害者相談支援事業は計画しておらず、実施がありませんでした。  

事業名 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

障害者相談支援事業  
計画値 ― ― ― 

実績値 ０か所 0 か所 0 か所 

（4）成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度利用支援事業は取り組み可能となっており、利用は

平成 29 年度に 1 人の見込みとなっています。 

事業名 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

成年後見制度利用支援

事業  

計画値 有 有 有 

実績値 ０ ０ 1 

（5）成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度法人後見支援事業の実績は、ありませんでした。 

事業名 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

成年後見制度法人後見支

援事業  
実績値 無 無 無 

注:計画値はありません。 
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（6）意思疎通支援事業 

手話通訳・要約筆記者派遣事業では、ニーズがなかったため実績

は０人となっています。 

事業名 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

手話通訳者派遣事業 
計画値 人 0 0 0 

実績値 人 0 0 0 

要約筆記者派遣事業 
計画値 人 0 0 0 

実績値 人 0 0 0 

（7）日常生活用具給付事業  

排泄管理支援用具は、ほぼ計画どおりとなっています。自立支援

用具、情報・意志疎通支援用具については、年度によって計画どお

り、または新たな支給となっています。その他の用具については実

績がありませんでした。 

事業名 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

介護・訓練支援用具  
計画値 件 0  0  1 

実績値 件 0 0  0  

自立生活支援用具 
計画値 件 1 0  0 

実績値 件 1  1  1 

在宅療養等支援用具 
計画値 件 0  0  0 

実績値 件 0  0  0 

情報・意思疎通支援用具 
計画値 件 0  0 0 

実績値 件 2  0  0 

排泄管理支援用具 
計画値 件 132 144 144 

実績値 件 142 156 137 

居宅生活動作補助用具 
計画値 件 0 0 0 

実績値 件 0 0 0 

（8）手話奉仕員養成研修事業 

手話奉仕員養成研修事業は、利用がなく修了者数は０人となって

います。  

事業名 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

手話奉仕員養成研修事業  
計画値 人 1 1 1 

修了者数  人 0  0  0 
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（9）移動支援事業 

移動支援事業は、実績がありませんでした。 

事業名 単位  
利用人数 

単位  
利用時間 

平成27年度  平成28年度  平成29年度  平成27年度  平成28年度  平成29年度  

移動支援事業  
計画値  人 0  2 2  時間 0 40 40 

実績値  人 0 0 0 時間 0 0 0 

 

（10）地域活動支援センター 

地域活動支援センターは、れいほく地区障害者自立支援協議会で

設置に向けて検討しています。今回は未設置となっています。 

事業名 単位  
実施か所 

単位  
利用人数 

平成27年度 平成28年度 平成29年度  平成27年度 平成28年度 平成29年度  

地域活動支援 

センター  

計画値  か所 0 0 0 人 0 0 0 

実績値  か所 0 0 0 人 0 0 0 

 



 

111 

（11）その他事業 

地域生活支援事業のうち、必須事業以外の事業を「その他事

業」としてあげています。 

①訪問入浴サービス事業  

事業名 単位 
利用者数 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問入浴サービス

事業  

計画値 人 1 1 1 

実績値 人 1 1 1 

②更生訓練費給付事業  

事業名 単位 
利用者数 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

更生訓練費給付 

事業 

計画値 人 0 0 0 

実績値 人 0  0  0  

③日中一時支援事業  

事業名 単位 
利用者数 

平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

日中一時支援事業  
計画値 人 1 計画値なし 計画値なし 

実績値 人 1 3 3 

④自動車運転免許取得・改造助成事業  

事業名 単位 
利用件数 

平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

自動車運転免許取

得・改造助成事業 

計画値 人 0 0 0 

実績値 人 0 0 0 
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5）障害児支援サービスの実績  

障害児支援サービスの平成２7 年度から平成２9 年度計画では、放

課後デイサービスと障害児相談支援の利用計画でした。 

実績は、障害児相談支援の利用があり見込みどおりとなっています。 

サービス種別 
単

位  

利用人数 
単位  

利用日数 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成 27 年度 平成28年度 平成29年度 

児童発達支援 
計画値  人  0 0 0 人日  0  0 0  

実績値 人 0 0 0 人日 0  0 0  

医療型児童発達支援  
計画値  人  0 0 0 人日  0 0  0  

実績値 人 0 0 0 人日 0  0 0  

放課後等デイサービス 
計画値  人  2 2 2 人日  10 10 10 

実績値 人 0 0 0 人日 0  0 0  

保育所等訪問支援  
計画値  人  0 0 0 人日  0 0 0 

実績値 人 0 0 0 人日 0 0 0 

障害児相談支援  
計画値  人  2 2 2 

実績値 人 2 2 2 
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6）アンケート調査の結果  

計画策定のために町内の在宅障がい者に対しアンケート調査を実

施しました。配布は205人に対し130人から回答（回収率63.4％）

があり、その集計結果を以下のとおりまとめました。なお、前回計画

策定時の調査ではアンケート配布を 54 名のうち、30 人の回答（回

収率 55.6%）であったのに対し、今回は配布先を 65 歳以上の高齢

障がい者まで広げたため、回答人数が約４倍の増加となっています。

今回の調査の中から65歳未満の方を抜き出すと27人となっており、

回答の傾向は前回と比較してさほど変化が見られません。 

 

（1） 回答者の状況 

回答者の 70.8%（92 人）が身体障害者手帳を持ち、そのうち

82 人が 65 歳以上の高齢者となっています。また障がいの部位は

肢体不自由が 34.3％、内部障害が 21.1％、視覚障害が８.1％の

順となっています。一方療育手帳を持たれる方は３人で全員が 65

歳以下。精神障害者保健福祉手帳の所持者に関しては、２１人のう

ち約半数の１０人が 65 歳以上の高齢者となっています。 

今回アンケートの調査先に高齢者を加えたことで、誰と生活して

いるかという設問に対する回答に大きな変化が見られます。配偶者

とした回答が最も多く５９人（45.４％）、次に一人暮らしが 33

人（25.4%）、息子・娘が 28 人(21.5%)と前回調査では最も多か

った母親が 11 人（8.５％）となっています。ただし、今回の回答

者のうち 65 歳以下に限ると前回調査と同様に約半数が母親と暮

らしています。 

 

（2）介護者の年齢 

身の回りの世話や介護を受けていると回答された 73 人につい

て介護する方の年齢を見ると、65 歳以上が 50 人（68.５％）と

なっており、介護者の高齢化に対する対策が必要となります。 

 

（3）平日の過ごし方    

①日中主にどのようにして過ごしていますか  

何もしていないという回答が 55 人（42.3％）で最も多く、前

回調査（26.7%）より大幅に伸びています。このことから、高齢障

がい者が日中何もすることがない様子がうかがえます。 
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（4）サービスについて  

①必要と思うことや必要だと思う支援は何か 

回答した人が 3 名と少なく、そのほかの 127 人はこの設問に回

答していません。また、回答した人は複数回答ということもあり全

てのことが必要と回答しています。 

②サービスに関する設問 

 回答した人が本人 14 人、家族等が 17 人とサービスを現場で使

っている方のみの回答となっています。この回答を参考に必要と思

われるサービスの計画量を見込んでいます。 

 

（5）今後の暮らしについて 

①１〜３年後どこで暮らしたい？  

35.4%の人が「家族や親戚と暮らしたい」と答えています。「わ

からない（今のところ考えていない）」を加えると 66.9%となり、

このことから前回調査と同様に、今の暮らし方を継続したいという

意向が見受けられます。 

②終の住処としてどこを希望？  

１〜３年後どこで暮らしたいかと同様の回答となっています。 

 

（6）今後の障害福祉に必要だと思うことは？ 

最も多い回答は 26 人（20.0%）が回答した「色々な活動（趣

味や交流など）の場があること」で、次が 20 人（15.4%）の「地

域住民等が障がいや障がいのある人への理解を深めること」と回答

しています。 
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7）第５期障害福祉計画策定にあたっての課題  

 

（1）日常生活を支える福祉サービスの提供の確保 

障がい者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けるために、障が

い者の日常生活を支え、社会的な活動を支援することが求められ

ています。必要とする障がい者や障がい児のもとに、適切に届いて

いるのか、その一人ひとりの状況を細かに見極め、潜在的なニー

ズを含めてすくいあげることが必要です。  

 

（2）障がい者の経済的自立を促し、尊厳の保持につながる就労支援の充実 

障がい者が日々の生活を営み、親亡き後も安心して過ごせる生

活を実現するためには、日常生活を支える基盤としての経済的な

自立が必要です。障がいのある人の一人ひとりの個性と能力を尊重

し、職業を選択できるように支援することが求められています。  

福祉的就労から一般就労への移行を促進するために、就労支援

で得た知識や技能を社会で発揮できるように、関係機関と連携を

図り、一般企業へとつなげていくことが重要となっています。  

そのためにも行政機関が障害者雇用に努め、町内企業への理解

促進の啓発活動に取り組むことが必要です。 

 

（3）障がい者が地域で暮らすための理解の促進  

障がい者の日常生活や社会活動を支えるためには、周囲の理解

と協力が欠かせません。障がいの特性に応じた対応の仕方など、家

族をはじめ地域の方々に理解を深めてもらえるように、共生社会

の実現をめざした取り組みが必要です。  

 

（4）自立した生活を実現するための相談体制の充実と質的向上  

日頃の一般相談や訪問などから、障がい児・者と支える家族のニ

ーズや実態を把握し、関係機関と連携しサービスや支援制度等につ

なげていくこと重要です。 

サービス等利用計画作成にあたっては、利用者のニーズを丁寧

に聞き取り、最も適切なサービス利用につなげることやモニタリ

ングの体制を整え、相談支援の質的向上を図っていく必要がありま
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す。 

 

（5）人材の確保・育成  

障がい者の多様な状態やニーズを的確に判断し対応するために

は、専門的な知識や技能を持った人材の育成が欠かせません。 

利用者が満足できるサービス環境とサービスの質的向上を進め

るため、サービス提供事業者に研修情報等の積極的な提供や多様

なサービス事業所の参入促進を図る必要があります。 

 

（6）精神障がい者の地域生活への移行の促進  

国が示す障害福祉計画の策定指針においても、精神病院 1 年以

上の入院患者数や入院後の退院率が都道府県の目標値として定め

られています。今後、地域移行に向けての取り組みを進めるため、

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた協議

の場を設置するととともに、対象者とニーズの把握、地域の精神障

がいに対しての理解促進等を図る必要があります。 

 

（7）障がい児及び家族への支援 

就学前から学齢期に至るまで発達障がい児や医療的ケア児等に

一貫した支援ができるよう、保健、福祉、教育、医療が連携して取

組む協議の場などを整えることや、身近な場所で専門的な支援が受

けられる事業所等の確保が課題となっています。  



 

117 

2. 障害福祉サービス等の見込量と確保のための方策 

1）平成 32 年度の目標設定  

（1）福祉施設の入所者の地域生活への移行   

 

【国の基本方針】  

国の指針においては、平成 28 年度末時点の 9％以上が地域に移

行し、これに合わせて平成 32 年度末の施設入所者数を平成 28 年

度末の施設入所者数から 2％削減することを基本としています。  

【町の目標人数】 

地域生活へ移行を進める観点から福祉施設に入所している人の

うち、今後グループホームや一般住宅に移行する人数を見込み、平

成 32 年度末における地域生活に移行する人の目標値は、これまで

の実績や本町の実情に応じて目標値を設定します。  

 

項 目 実績または数値目標 削減率 

平成 28 年度末の施設入所者数 【基準値】 16 人 ― 

平成 32 年度末までの地域移行の目標人数   1 人 国指針 9%以上 

削減見込み者数  ― 2.0% 

 

（2）精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに

は、精神科病院や地域援助事業者による努力には限界があり、自治

体を中心とした保健・医療・福祉の一体的な取り組みの推進と地域

住民の協力を得ながら、差別や偏見のないあらゆる人が共生できる

社会の実現に向けた取り組みの推進が必要です。 

これを踏まえ、精神障がい者が地域の一員として安心して自分ら

しい暮らしができるよう、精神障害（発達障害及び高次機能障害を

含む）にも対応した、地域包括ケアシステムを構築するため、れい

ほく地区障害者自立支援協議会本山町部会等で検討し、平成 32 年

度末までに協議の場を設置することを目標とします。 
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（3）地域生活支援拠点等の整備  

国の指針においては、地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等

を、平成 32 年度末には、各市町村または圏域に少なくとも 1 つ整備

することとされています。 

今後、障がいのある人の障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を

見据え、地域生活の継続や就労支援などの課題に対応したサービス提

供体制の整備と障がい者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現

するため、地域生活支援の拠点づくりを進める必要があります。 

本町では、れいほく地区障害者自立支援協議会本山町部会で、地域

支援ネットワークの構築やいきいきふれあいセンター事業を活用でき

るかなどを協議し、拠点等の整備を検討します。 

 

（4）福祉施設から一般就労への移行  

【国の基本方針】  

国の指針は、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を

通じて、福祉施設 から一般就労への移行者数を、平成 32 年度末

には「平成 28 年度実績の 1.5 倍」とし、就労移行支援事業の利

用者は、「平成 28 年度の利用者の 2 割以上増加」することを目標

としています。 

また、就労定着支援による 1 年後の就労定着率を 80％以上とす

る新たな目標が設定されています。 

【本町の成果目標】 

平成 32 年度末の福祉施設利用者から一般就労に移行する人を、

今後の状況を見込み 1 人としています。  

就労定着支援による 1 年後の就労定着率は、就労定着支援の利

用の見込みがないため、0％としています。 

また、就労移行支援事業の利用者数は、今後の利用状況を見込み、

平成 32 年度末に 1 人を目標としています。 

国の指針において、就労移行事業所のうち、就労移行率が 3 割

以上の事業所が全体の 5 割以上となることとされていますが、町

内には就労支援移行事業はないため、目標値は省略します。 
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項 目 
実績または 

数値目標 

平成 28 年度の一般就労移行者数 【基準値】 0 人   

平成 32 年度末の一般就労移行者数 【目標】 1 人  

平成 28 年度の就労移行支援事業利用者数 【基準値】 1 人  

平成 32 年度末の就労移行支援事業利用者数 【目標】 1 人  

平成 32 年度末の就労定着支援による職場定着率【目標】 0％ 

 

（5）障害児支援の提供体制の整備等  

【国の基本方針】  

国の指針において、障害児支援の提供体制の整備等のため、新た

に 4 項目が設けられました。 

① 平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に 1

か所以上の設置をすること。（圏域設置も可） 

② 平成 32 年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を

各市町村で構築すること。 

③ 平成 32 年度末までに、主に重度心身障がい児を支援する児童

発達支援事業所と放課後等デイサービスを各市町村に 1 か所以

上確保すること。（圏域設置も可） 

④ 平成 30 年度末までに、医療的ケア児支援のために各都道府県、

各圏域及び市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置すること。

（圏域設置も可） 

 

【本町の成果目標】 

障害児支援の提供体制の整備等は、ライフステージに沿って、保

健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を

図り、障がい児やその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一

貫した支援を身近な場所で提供する体制の構築が必要です。 
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児童発達支援センターについては、専門スタッフの確保など本町

で設置することは困難が予想され、中央東福祉保健所圏域にある

「児童発達支援センターやいろ」（南国市）等との連携を図ってい

きます。 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築については、平成 32

年度までに地域生活支援事業の巡回支援専門員整備を活用し、専門

員による保育所等職員や障がい児の保護者に対し、障がいの早期発

見・早期対応のための助言等支援を行うとともに、障害児相談支援

事業所等関係機関との連携強化を図り、保育所等訪問支援の利用に

つなげます。 

主に重度心身障がい児を支援する児童発達支援事業所と放課後

等デイサービス事業所の確保については、れいほく地区障害者自立

支援協議会本山町部会で設置等を協議します。 

医療的ケア児支援のための保健、医療、障害福祉、保育、教育等

の関係機関が連携を図るための協議の場は、れいほく地区障害者自

立支援協議会本山町部会や支援者会議等の活用を検討し設置する

こととします。 

 

項 目 目標値 

児童発達支援センターの設置 （圏域） 

【平成 32 年度末目標】 
1 か所   

主に重度心身障がい児を支援する児童発達支援事業所と放

課後等デイサービス事業所の確保【平成 32 年度末目標】 
 1 か所 

医療ケア児支援の協議の場 

【平成 30 年度末目標】 
1 か所 
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2）障害福祉サービスの見込量と確保のための方策  

（1）訪問系サービス   

【見込量算出の考え方】  

訪問系サービスの見込量は、居宅介護、重度訪問介護、同行援

護、行動援護のサービスごとに、平成 2７年度から平成 2９年度ま

での利用実績等をもとに利用人数を推計し、それらの必要なサー

ビス量を「利用人数」「利用時間」として算出しました。  

サービス種別 単位 平成 30 年度 平成31年度 平成 32 年度 

居宅介護  
利用人数 人日 8 7 8 

利用時間 時間 116 110 120 

重度訪問介護  
利用人数 人日 1 １ １ 

利用時間 時間 10 １0 １0 

同行援護  
利用人数 人日 0 0 0 

利用時間 時間 0 0 0 

行動援護  
利用人数 人日 0 0 0 

利用時間 時間 0 0 0 

重度障害者等 

包括支援  

利用人数 人日 0 0 0 

利用時間 時間 0 0 0 

合 計 
利用人数 人日 9 8 9 

利用時間 時間 126 120 130 

 

【確保のための方策】  

・障がい種別に区別なく個々の障害支援区分に応じた訪問系サービスを提

供できるよう、障害支援区分の適切な認定を行うとともに、体制の充実

を図ります。  

・民間事業者の参入を促し、サービス供給体制の充実を図ります。  

・「重度障害者等包括支援」については、ニーズの動向を踏まえサービス

提供体制の整備を検討します。  

・サービスのさらなる質的向上を図るため、定期的な研修や研修情報の提

供を図ります。  
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（2）日中活動系サービス 

日中活動系サービスの必要なサービス見込量は、サービスごと

に、平成 2７年度から平成 2９年度までの利用実績等をもとに、月

間の「利用人数」「利用日数」を算出しました。 

また、短期入所についても、3 か年の利用実績等をもとに必要な

サービス量を算出しました。  

 

サービス種別 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

生活介護  
利用人数 人 17 19 18 

利用日数 人日 374 418 396 

療養介護  利用人数 人 1 1 1 

短期入所  
利用人数 人 1 1 1 

利用日数 人日 2 2 2 

自立訓練 

(機能訓練)  

利用人数 人 2 0 0 

利用日数 人日 42 0 0 

自立訓練 

(生活訓練)  

利用人数 人 0 0 0 

利用日数 人日 0 0 0 

就労移行支援  
利用人数 人 0 0 0 

利用日数 人日 0 0 0 

就労継続支援 

(A 型)  

利用人数 人 1 1 1 

利用日数 人日 22 22 22 

就労継続支援 

(B 型)  

利用人数 人 12 11 11 

利用日数 人日 210 206 206 

【新】 

就労定着支援 

利用人数 人 0 0 0 

利用日数 人日 0 0 0 

 

【確保のための方策】  

・事業者の参入等の検討を進め、サービス供給体制の充実を図ります。  

・利用者が住み慣れた地域で安心して生活や労働ができるように、状況

を把握しサービスの向上に努めます。  

・公共機関においては、障がい者の経済的自立を進める観点から、優先発

注に努め福祉的就労の充実を支援します。  
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（3）居住系サービス 

居住系サービスの見込量は、平成 2７年度から平成 2９年度まで

の利用実績等をもとに、月間の利用人数を算出しました。  

サービス種別 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

共同生活援助 利用人数 10  11 11 

自立生活援助 利用人数 0 1 0 

施設入所支援  利用人数 16 18 17 

 

【確保のための方策】  

・一人暮らしやグループホームのニーズを把握し、支援の充実を図ります。  

・障害者施設におけるサービスの提供状況を把握し、利用者や家族に情報

提供を行います。  

 

（4）相談支援  

計画相談支援の利用者数は、利用実績と新規の計画作成やモニタ

リングの頻度等を勘案し、利用人数を見込み算出しました。  

サービス種別 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

計画相談支援  利用人数 人月 10 10 9 

地域移行支援  利用人数 人 0 0 0 

地域定着支援  利用人数 人 0 0 0 

 

【確保のための方策】  

・当事者やその家族などが気軽に相談できるように、相談支援の情報発信

に努めます。  

・すべての利用者に適切な「サービス等利用計画」が作成されるよう、相

談支援事業所に研修への参加を促し、人材育成を支援します。  

・れいほく地区障害者自立支援協議会を活用し、相談支援専門員と関係機関と

の連携強化や、スキルアップに努めます。  
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3）地域生活支援事業の見込量と確保のための方策  

障がいのある人が、障害福祉サービス等を利用しながら、一人ひ

とりが身近な地域で自立した生活が送れるように、多様な支援を実施

します。 

加えて、現状のニーズをもとに事業（サービス）と実施の有無を見

込んでいますが、利用のニーズが生じた場合、柔軟に対応できるよう

努めます。 

（1）理解促進研修・啓発事業 

障がい者が日常生活及び社会生活を営むうえで生じる「社会的障

壁」を除去するため、障がい者の理解を深めるための研修・啓発を

通じて地域住民への働きかけを強化します。  

※補助事業の活用は、ニーズによって実施を検討します。 

事業名 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

理解促進研修・啓発事業  実施の有無 無 無 無 

 

（2）自発的活動支援事業  

障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる

よう、障がい者及びその家族、地域住民等による地域における自発

的な取組みを支援します。  

※補助事業の活用は、ニーズによって実施を検討します。 

事業名 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自発的活動支援事業  実施の有無 無 無 無 

 

（3）相談支援事業  

基幹相談支援センターの設置等相談支援事業の検討に努めます。 

事業名 平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

相談支援事業  箇所数 0 か所  0 か所 0 か所  

 

（4）成年後見制度利用支援事業  

地域包括支援センター、社会福祉協議会、相談支援事業所と連携

しながら、広報・啓発に努めます。 

事業名 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

成年後見制度利用支援事業  実施の有無 有 有 有 
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（5）成年後見制度法人後見支援事業 

本山町社会福祉協議会が、平成 30 年度から法人後見を開始しま

す。事業の活用によって法人後見の活動を支援し、障がい者等の権

利擁護を進めます。  

事業名 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

成年後見制度法人後見 

支援事業  
実施の有無 有 有 有 

 

（6）意思疎通支援事業  

手話通訳者・要約筆記者派遣事業は、ニーズを把握するとともに

社会福祉協議会などと連携し、事業を推進します。 

事業名 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

手話通訳者派遣事業  利用人数 人 0  0  0  

要約筆記者派遣事業   設置人数 人 0  0  0  

 

（7）日常生活用具給付事業 

低所得者(住民税非課税)に対する利用者負担無しの施策を継続

し、負担の軽減に努めます。支援用具は、障害福祉のしおりなどを

通じて利用者への周知を図ります。  

事業名 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護・訓練支援用具  件数 件 0 0 1 

自立生活支援用具  件数 件 1 0 0 

在宅療養等支援用具  件数 件 0 0 0 

情報・意思疎通支援用具  件数 件 0 0 1 

排泄管理支援用具  件数 件 132 144 144 

居宅生活動作補助用具  件数 件 0 0 0 

合 計 件数 件 133 144 146 

 

（8）手話奉仕員養成研修事業 

手話奉仕員養成講座を周知し、人材育成に努めます。 

事業名 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

手話奉仕員養成研修事業  修了者数 人 1 1 1 
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（9）移動支援事業  

地域での自立した生活や社会参加のために、一人で外出が困難な

障がい者のニーズの把握と事業の委託先の検討を行います。 

事業名 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

移動支援事業  
利用人数 人 0 1 1 

利用時間 時間 0 20 20 

  

（10）地域活動支援センター  

障がい者の創作的活動・生産活動の機会を提供し、社会との交流

促進や自立した生活を支援するための専門的な機能を持つ地域活

動支援センターの設置の要否については、ニーズの把握と合わせ今

ある社会資源の活用と充実を図るとともに、どのような居場所や機

能が必要か、れいほく地区障害者自立支援協議会本山町部会で検討

を行います。 

事業名 
 

単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域活動支援センター 

 基礎的事業 

箇所数 箇所 0 0 0 

利用者数 人 0 0 0 
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（11）その他事業  

①訪問入浴サービス事業  

事業を今後も継続して実施します。  

事業名 単位 平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

訪問入浴サ

ービス事業  

箇所数  か所 1  1  1  

月平均利用者数  人 1 1 1 

 

②更生訓練費給付事業  

現在、利用は見込まれていませんが、身体障害者更生援護施設等

の入所者があれば実施します。 

事業名 単位 平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

更生訓練費

給付事業  

箇所数  か所 0 0 0 

月平均利用者数  人 0 0 0 

 

③施設入所者就職支度金給付事業  

現在、利用は見込まれていませんが、身体障害者更生援護施設等

の入所者があれば実施します。 

事業名 単位 平成30年度  平成31年度  平成32年度  

施設入所者就職 

支度金給付事業  

箇所数  か所 0 0 0 

月平均利用者数  人 0 0 0 

 

④日中一時支援事業  

家族の就労支援やレスパイト等のために利用できるよう、障がい

児・者の日中活動の場を確保します。 

また、サービス提供事業者の育成と確保に努めます。  

事業名 単位 平成30年度  平成31年度  平成32年度  

日中一時支援事

業  

箇所数  か所 1 1 1 

月平均利用者数  人 3 3 4 

 

  



 

128 

⑤生活支援事業 (生活訓練等事業)  

障がいをもつ人の生活の質の向上を図るために、ニーズの把握

に努めます。 

事業名 単位 平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

生活訓練等事業 
事業回数  回 0 0 0 

利用者延人数  人回 0 0 0 

 

⑥生活支援事業 (ボランティア活動支援事業)  

ニーズを把握し、必要に応じてボランティア活動支援事業を実施

します。   

事業名 単位 平成30年度  平成31年度  平成32年度  

ボランティア活動

支援事業  
月平均利用者数  人 0 0 0 

 

⑦自動車運転免許取得・改造助成事業  

今後も手帳交付時に配布している障害福祉のしおりなどにより

周知し、運転免許取得経費や改造経費を助成します。  

事業名 単位 平成30年度  平成31年度  平成32年度  

自動車運転免許取

得・改造助成事業 
利用者延人数  人 1 0 0 
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4）障害児支援サービスの見込量と確保のための方策  

（1）児童発達支援  

日常生活における基本的な動作の指導や集団生活の適応訓練等

を行うサービスです。 

利用者数は、サービスを利用する人数を見込んでいます。 

事業名 単位 平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

児童発達支援  
利用者数  人 0 0 0 

延利用者数  人日 0 0 0 

（2）医療型児童発達支援  

 上肢、下肢または体幹の機能に障がいのある児童に、児童発達

支援及び治療を行うサービスです。 

利用者数は、サービスを利用する人数を見込んでいます。  

事業名 単位 平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

医療型児童発達支援  
利用者数  人 0  0  0  

延利用者数  人日 0  0  0  

（3）放課後等デイサービス  

放課後や夏休み等の長期休暇時に、生活能力向上のための訓練や

社会との交流促進等必要な支援を行うサービスです。 

利用者数は、サービスを利用する人数を見込んでいます。 

事業名 単位 平成30年度  平成31年度  平成32年度  

放課後等デイサービス  
利用者数  人 0 0 0 

延利用者数  人日 0 0 0  

（4）保育所等訪問支援  

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との

集団生活への適応のために専門的な支援等を行うサービスです。  

利用者数は、サービスを利用する人数を見込んでいます。 

事業名 単位 平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

保育所等訪問支援  
利用者数  人 0 0 0 

延利用回数 回 0 0 0 
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（5）居宅訪問型児童発達支援  

外出することが困難で障害児通所支援を利用できない重度障が

い児に対して、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導

などをする新しいサービスで、平成 30 年度から利用することがで

きます。 

利用者数は、サービスを利用する人数を見込んでいます。  

事業名 単位 平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

【新】 

居宅訪問型児童 

発達支援  

利用者数 人 0 0 0 

（6）障害児相談支援  

障害福祉サービスを利用する障がい児にサービス等利用計画が

作成されることを前提に、サービスを利用する人数を見込んでいま

す。  

事業名 単位 平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

障害児相談支援  利用者数 人 2 2 2 

 

【確保のための方策】  

・発達支援協議会等を通じて、ニーズ把握に努めます。 

・当事者やその家族などが気軽に相談できるように、情報の発信や啓発に

努めます。  

・すべての利用者に適切な「サービス等利用計画」が作成されるように、

う相談支援事業所に研修への参加を促し、人材育成を支援します。  

・れいほく地区障害者自立支援協議会を活用し、相談支援専門員の連携を強化

し、事業の効率化や担い手の確保、相談員のスキルアップに努めます。  

 

 

  



 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資  料  編 

 
  



 

資料-2 

資料編目次 

 

 

将来推計総括表 

（１）推計値サマリ 

１．被保険者数の実績値及び推計値 

２．要介護（支援）認定者数実績値及び推計値 

３．介護予防サービス見込量 

４．介護サービス見込量 

５．総給付費 

６．介護保険料基準額（月額） 

７．介護保険料基準額（月額）の内訳 

（２）サービス別給付費 

１．介護予防サービス見込量 

２．介護サービス見込量 

３．総給付費 

４．施設サービス利用者数 

（３）第１号被保険者の保険料推計 

 

障害保健福祉サービス：保健福祉圏域ごとの基盤整備計画（中央東圏域） 

 

本山町地域福祉計画策定委員会設置要綱等 
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Ⅵ	 圏域ごとのサービス基盤整備計画 

中	 央	 東	 圏	 域  

 

 

南 国 市	 香 南 市 

香 美 市	 本 山 町 

大 豊 町	 土 佐 町 

大 川 村 

	

	

	

	

	

	

	

	

◆	 圏域内の障害のある人の状況（H29.3.31現在）	

 

人	 	 数 うち、65 歳以上 

 率  率 

圏域内の人口 118,970	 	 40,718	 34.2%	

身体障害者手帳所持者 7,640	 6.43%	 6,104	 79.9%	

	 療育手帳所持者 1,038	 0.81%	 126	 12.1%	

	 精神障害者 

保健福祉手帳所持者 
706	 0.59%	 146	 20.7%	

（参考）自立支援医療（精神通院）受給者証所持者	 1,667 人	

※	 人口は、H29.3.1現在（高知県人口推計調査より）	

	

 

１	 現 状 等 

 

(1)	 圏域の現状と課題  

 

○	 平野部にある３市と中山間地域に位置する嶺北４町村では、利用者数やサービス

の供給体制などに大きな差が見られます。  

   

○	 南国、香南、香美の３市では、サービス事業所が比較的多い一方、新規サービス

事業所の開設があまり進まず、新たな利用者を受け入れることが困難な状況も見ら

れます。そのため、高齢者支援などを行う他分野との連携も重要となっています。

また、就労支援事業所では、利用者の障害特性の多様化や高齢化への対応が課題と

なっています。  

	 嶺北地域は、通所サービス、訪問系サービスともに事業所が限られており、また

移動手段の確保も難しい状況があります。そのため、身近なところでサービスが受

けられるよう、新たな事業所の整備や介護保険施設・事業所の基準該当事業所とし

ての利用、通所手段の確保など、サービスの提供体制の確保が課題となっています。  

   

○	 就労支援については、特別支援学校（高等部）や市町村、就労支援機関等とが連

携をとり進めています。就労先の選定や職場定着に向けては、教育や労働関係分野

との情報共有と支援の連携体制の構築が今後の課題となっています。  

 



 

資料-14 

 

   

○	 他の圏域と比べてグループホームの整備が進んでいますが、体験利用等のニーズ

や、増加している新規の利用ニーズ等への対応が困難な状況にあります。今後も、

新たに利用を希望する人が見込まれることから、事業所等と連携しながら、更に整

備を進めていく必要があります。  

   

   ○	 特別支援学校等の卒後進路選択等にともない、重度の障害のある人の受け入れ先

を確保することが困難なケースが見られます。その背景には、事業所側のサービス

受入体制や支援者等の人材確保と育成が課題となっていることが考えられます。	

 

○	 児童発達支援や放課後等デイサービスの利用ニーズは増えてきていますが、圏域

内では事業所のほとんどが南国市に集中し、香南・香美の２市については圏域内で

は利用ニーズが充足できていません。また、中山間の嶺北地域では事業所がありま

せん。 

今後も、新たに利用を希望する人が見込まれることから、身近なところでの事業

所整備等を進めていく必要があります。  

   

○	 市町村の乳幼児健診を活用した早期発見や早期支援の取組が進みつつある一方、

保健・福祉・教育の各機関が連携した切れ目のない支援体制の充実が課題となって

います。 

 

  



 

資料-15 

 

 (2) 圏域内の指定障害福祉サービス等の提供基盤の状況 

	

	

香 美 市

香 南 市

土 佐 町

大川村
本山町 大 豊 町

・訪問系サービス事業所　７ヶ所
・生活介護事業所　６ヶ所　定員22５人
・就労移行支援事業所　１ヶ所　定員6人
・就労継続支援Ａ型事業所　２ヶ所　定員30人
・就労継続支援Ｂ型事業所　７ヶ所　定員129人
・短期入所事業所　５ヶ所　
・グループホーム　７ヶ所　定員41人
・施設入所支援事業所　３ヶ所　定員150人
・指定相談支援事業所　６ヶ所
・児童発達支援事業所　１ヶ所　定員5人
・児童発達支援センター　１ヶ所　定員20人
・放課後等デイサービス事業所　５ヶ所　定員45人
・保育所等訪問支援事業所　２ヶ所
・福祉型障害児入所施設　１ヶ所　定員10人
・医療型障害児入所施設　１ヶ所　定員140人
・障害児相談支援事業所　４ヶ所

南 国 市

・訪問系サービス事業所　５ヶ所
・生活介護事業所　３ヶ所　定員100人
・就労移行支援事業所　１ヶ所　定員6人
・就労継続支援Ａ型　２ヶ所　定員20人
・就労継続支援Ｂ型事業所　３ヶ所　定員54人
・短期入所事業所　１ヶ所　
・グループホーム　５ヶ所　定員26人
・施設入所支援事業所　１ヶ所　定員60人
・指定相談支援事業所　３ヶ所
・基準該当（生活介護）　１ヶ所

・基準該当（自立訓練（機能訓練））　１ヶ所
・障害児相談支援事業所　３ヶ所

・訪問系サービス事業所　４ヶ所
・生活介護事業所　４ヶ所　定員156人
・自立訓練（生活訓練）事業所　１ヶ所　定員14人
・就労継続支援Ａ型事業所　３ヶ所　定員70人
・就労継続支援Ｂ型事業所　３ヶ所　定員60人
・短期入所事業所　２ヶ所　
・グループホーム　23ヶ所　定員140人
・施設入所支援事業所　２ヶ所　定員110人
・指定相談支援事業所　４ヶ所
・基準該当（居宅介護）　１ヶ所
・基準該当（生活介護）　１ヶ所
・放課後等デイサービス事業所　１ヶ所　定員10人
・障害児相談支援事業所　２ヶ所

・訪問系サービス事業所　１ヶ所
・就労継続支援Ｂ型事業所
　　　１ヶ所　定員10名

・訪問系サービス事業所　１ヶ所
・生活介護事業所　１ヶ所　定員50人
・就労継続支援Ｂ型事業所　１ヶ所　定員20人
・短期入所事業所　２ヶ所　
・グループホーム　４ヶ所　定員24人
・施設入所支援事業所　１ヶ所　定員50人
・指定相談支援事業所　１ヶ所
・障害児相談支援事業所　１ヶ所

・指定相談支援事業所　１ヶ所

・障害児相談支援事業所　１ヶ所

・訪問系サービス事業所　１ヶ所
・就労継続支援Ｂ型事業所
　　　１ヶ所　定員20名
・指定相談支援事業所　１ヶ所
・障害児相談支援事業所　１ヶ所

 
	

	

(3)	 圏域内の在宅生活等への移行等の目標 

 

①	 福祉施設入所者の在宅生活等への移行 

項	 目	 目	 標	 値	 備	 	 考	

【目標値】	

在宅生活等への移行者数	
６人	

第４期計画の目標値：13 人	

平成 29 年７月末時点の実績：１人	

【目標値】	

平成 32 年度末入所者数	
205人	

第４期計画の目標値：215 人	

平成 28 年度末時点の実績：205 人	

 

②	 福祉施設利用者の一般就労への移行 

項	 目	 目	 標	 値	 備	 	 考	

【目標値】	

平成 32 年度における福祉施設から

一般就労へ移行する人の数	

10人	
第４期計画の目標値：13 人	

平成 28 年度の実績：10 人	

 

【	平成 29 年７月 31 日現在	】	
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	 	 ③	 地域生活支援拠点等の整備 

項	 目	 目	 標	 値	 備	 	 考	

【目標値】	

平成 32 年度までに整備する地域生

活支援拠点等の数	

１ヶ所	 	

 

 

(4)	 障害福祉サービスの見込量等 

 

①	 訪問系サービス 

サービス種別	

利用実績	 利用見込	

27 年度	

(28年 3月)	

28 年度	

(29年 3月)	

29 年度	

(29年 7月)	

30 年度	

見込量	

31 年度	

見込量	

32 年度	

見込量	

居宅介護、重度訪

問介護、行動援護、

同行援護	

1,606	

時間/月	

1,526	

時間/月	

1,435	

時間/月	

3,387	

時間/月	

3,477	

時間/月	

3,523	

時間/月	

105 人	 101 人	 104 人	 131 人	 137 人	 141 人	

※	 利用実績は、各年度欄に括弧で記載する月の利用実績	

	

②	 日中活動系サービス	

サービス種別	

利用実績	 利用見込	

27 年度	

(28年 3月)	

28 年度	

(29年 3月)	

29 年度	

(29年 7月)	

30 年度	

見込量	

31 年度	

見込量	

32 年度	

見込量	

生 活 介 護	

6,924	

人日/月	

6,882	

人日/月	

6,472	

人日/月	

7,138	

人日/月	

7,274	

人日/月	

7,413	

人日/月	

330 人	 331 人	 332 人	 347 人	 353 人	 359 人	

自 立 訓 練	

（機能訓練）	

153	

人日/月	

161	

人日/月	

76	

人日/月	

91	

人日/月	

69	

人日/月	

46	

人日/月	

８人	 ８人	 ４人	 ４人	 ３人	 ２人	

自 立 訓 練	

（生活訓練）	

391	

人日/月	

331	

人日/月	

313	

人日/月	

356	

人日/月	

321	

人日/月	

275	

人日/月	

23 人	 17 人	 16 人	 20 人	 17 人	 15 人	

就労移行支援	

193	

人日/月	

185	

人日/月	

245	

人日/月	

308	

人日/月	

315	

人日/月	

301	

人日/月	

10 人	 12 人	 13 人	 18 人	 19 人	 16 人	

就労継続支援	

（ Ａ 型 ）	

1,725	

人日/月	

1,546	

人日/月	

1,350	

人日/月	

1,342	

人日/月	

1,411	

人日/月	

1,509	

人日/月	

84 人	 77 人	 70 人	 70 人	 73 人	 77 人	
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サービス種別	

利用実績	 利用見込	

27 年度	

(28年 3月)	

28 年度	

(29年 3月)	

29 年度	

(29年 7月)	

30 年度	

見込量	

31 年度	

見込量	

32 年度	

見込量	

就労継続支援	

（ Ｂ 型 ）	

4,914	

人日/月	

5,097	

人日/月	

4,731	

人日/月	

5,019	

人日/月	

5,191	

人日/月	

5,363	

人日/月	

261 人	 266 人	 259 人	 269 人	 275 人	 284 人	

就労定着支援	 	 	 	 ４人	 ６人	 ６人	

療 養 介 護	 47 人	 46 人	 50 人	 50 人	 50 人	 50 人	

短 期 入 所	

263	

人日/月	

293	

人日/月	

327	

人日/月	

402	

人日/月	

428	

人日/月	

448	

人日/月	

38 人	 45 人	 48 人	 71 人	 77 人	 80 人	

※	 利用実績は、各年度欄に括弧で記載する月の利用実績 

 

③	 居住系サービス 

サービス種別	

利用実績	 利用見込	

27 年度	

(28年 3月)	

28 年度	

(29年 3月)	

29 年度	

(29年 7月)	

30 年度	

見込量	

31 年度	

見込量	

32 年度	

見込量	

自立生活援助	 	 	 	 １人	 ３人	 ３人	

共同生活援助	 174 人	 180 人	 176 人	 183 人	 187 人	 191 人	

施設入所支援	 210 人	 206 人	 202 人	 204 人	 207 人	 205 人	

※	 利用実績は、各年度欄に括弧で記載する月の利用実績 

 

④	 指定相談支援サービス 

サービス種別	

利用実績	 利用見込	

27 年度	

(28年 3月)	

28 年度	

(29年 3月)	

29 年度	

(29年 7月)	

30 年度	

見込量	

31 年度	

見込量	

32 年度	

見込量	

計画相談支援	 201	人/月	 195 人/月	 124 人/月	 239 人/月	 243 人/月	 248 人/月	

地域移行支援	 －	人/月	 －	人/月	 １人/月	 １人/月	 ２人/月	 １人/月	

地域定着支援	 －	人/月	 －	人/月	 －	人/月	 －	人/月	 －	人/月	 １人/月	

※	 利用実績は、各年度欄に括弧で記載する月の利用実績 
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⑤	 障害児通所支援等 

サービス種別	

利用実績	 利用見込	

27 年度	

(28年 3月)	

28 年度	

(29年 3月)	

29 年度	

(29年 7月)	

30 年度	

見込量	

31 年度	

見込量	

32 年度	

見込量	

児童発達支援	

212	

人日/月	

195	

人日/月	

210	

人日/月	

287	

人日/月	

288	

人日/月	

303	

人日/月	

57 人	 48 人	 45 人	 55 人	 60 人	 67 人	

医	 療	 型	

児童発達支援	

３	

人日/月	

８	

人日/月	

８	

人日/月	

12	

人日/月	

９	

人日/月	

５	

人日/月	

１人	 ２人	 ２人	 ３人	 ２人	 １人	

放	課	後	等	

デイサービス	

750	

人日/月	

1,117	

人日/月	

1,227	

人日/月	

1,777	

人日/月	

2,086	

人日/月	

2,254	

人日/月	

70 人	 97 人	 108 人	 207 人	 232 人	 246 人	

保	育	所	等	

訪	問	支	援	

４	

人日/月	

５	

人日/月	

８	

人日/月	

22	

人日/月	

35	

人日/月	

53	

人日/月	

４人	 ５人	 ８人	 19 人	 25 人	 35 人	

居宅訪問型	

児童発達支援	

	 	 	
－	

人日/月	

13	

人日/月	

15	

人日/月	

	 	 	 －人	 ３人	 ４人	

障害児相談支援	 45 人	 54 人	 37 人	 47 人	 52 人	 54 人	

※	 利用実績は、各年度欄に括弧で記載する月の利用実績 

 

２	 必要なサービスの供給体制の整備 

(1)	 日中活動系サービス	

サービス	

種	 	 別	

圏域内定員

(29年 7月末現在)	
項	 	 目	 30 年度	 31 年度	 32 年度	

生 活 介 護	 531人	

圏域内事業所利用見込者数	 544 人	 550 人	 555 人	

整備が必要と見込まれる

数	
13 人	 ６人	 ５人	

整 備 が 必 要 と	

見 込 ま れ る 事 業 所 数	
１ヶ所	 －	 １ヶ所	

自 立 訓 練	

(機能訓練 )	
－	

圏域内事業所利用見込者数	 －	 －	 －	

整備が必要と見込まれる

数	
（４人）	 （３人）	 （２人）	
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整 備 が 必 要 と	

見 込 ま れ る 事 業 所 数	

（１ヶ

所）	
－	 －	

サービス	

種	 	 別	

圏域内定員

(29年 7月末現在)	
項	 	 目	 30 年度	 31 年度	 32 年度	

自 立 訓 練	

(生活訓練 )	
14人	

圏域内事業所利用見込者数	 12 人	 13 人	 15 人	

整備が必要と見込まれる

数	
－	 －	 １人	

整 備 が 必 要 と	

見 込 ま れ る 事 業 所 数	
－	 －	 －	

就労移行支援	 12人	

圏域内事業所利用見込者数	 17 人	 20 人	 15 人	

整備が必要と見込まれる

数	
５人	 ３人	 －	

整 備 が 必 要 と	

見 込 ま れ る 事 業 所 数	
１ヶ所	 －	 －	

就労継続支援	

( Ａ 型 )	
120人	

圏域内事業所利用見込者数	 103 人	 108 人	 111 人	

整備が必要と見込まれる

数	
－	 －	 －	

整 備 が 必 要 と	

見 込 ま れ る 事 業 所 数	
－	 －	 －	

就労継続支援	

( Ｂ 型 )	
293人	

圏域内事業所利用見込者数	 268 人	 275 人	 284 人	

整備が必要と見込まれる

数	
－	 －	 －	

整 備 が 必 要 と	

見 込 ま れ る 事 業 所 数	
－	 －	 －	

 

 

サービス	

種	 	 別	

圏域内定員

(29年 7月末現在)	
項	 	 目	 30 年度	 31 年度	 32 年度	

短 期 入 所	 10ヶ所	

圏域内事業所利用見込者数	 83 人	 89 人	 92 人	

整備が必要と見込まれる

数	

（83

人）	

（89

人）	

（92

人）	

	 	 	 ※「整備が必要と見込まれる数」の（	 ）は、「圏域内事業所利用見込者数」が見込まれる場合には、

その見込者数を、見込みがない場合には、圏域内市町村のサービス利用見込者数 

	

(2)	 居住系サービス	

サービス	

種	 	 別	

圏域内定員

(29年 7月末現在)	
項	 	 目	 30 年度	 31 年度	 32 年度	
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共同生活援助	 231人	

圏域内事業所利用見込者数	 247 人	 251 人	 255 人	

整備が必要と見込まれる

数	
16 人	 ４人	 ４人	

整 備 が 必 要 と	

見 込 ま れ る 事 業 所 数	
４ヶ所	 １ヶ所	 １ヶ所	

	

(3)	 障害児通所支援等	

サービス	

種	 	 別	

圏域内定員

(29年 7月末現在)	
項	 	 目	 30 年度	 31 年度	 32 年度	

児童発達支援	 25人	

圏域内事業所利用見込者数(Ａ)	 70 人	 61 人	 50 人	

１日あたりの利用見込者数	

（週２回利用）Ａ×2/5 日	
28 人	 24 人	 20 人	

整備が必要と見込まれる

数	
３人	 －	 －	

整 備 が 必 要 と	

見 込 ま れ る 事 業 所 数	
１ヶ所	 －	 －	

放	課	後	等	

デイサービス	
55人	

圏域内事業所利用見込者数(Ａ)	 165 人	 189 人	 201 人	

１日あたりの利用見込者数	

（週３回利用）Ａ×3/5 日	
99 人	 113 人	 121 人	

整備が必要と見込まれる

数	
44 人	 14 人	 ８人	

整 備 が 必 要 と	

見 込 ま れ る 事 業 所 数	
５ヶ所	 １ヶ所	 １ヶ所	

	

 

３	 今後の取組み 

 

(1)	サービス提供体制の充実  

	  

○	 障害特性の多様化や重度化、高齢化などにより増加が見込まれる訪問系サービス

のほか、短期入所やグループホームについては、圏域内でサービスが受けられるよ

う、利用者のニーズや利用量等を把握し、市町村と事業所の連携を図りながらサー

ビスの充実に取り組んでいきます。  

一方でサービス利用に至らない障害のある人も少なからずみられます。そのため

各市町村では障害のある人の集いの場や個別支援のあり方について検討を開始し

ています。今後は市町村による地域の居場所づくり等の整備を支援します。  
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○	 就労支援事業所や障害者就業・生活支援センターが、市町村や障害者職業セン 

ター、公共職業安定所等と連携しながら、企業実習先の開拓と職場実習の実施を進

められるよう支援します。  

   

○	 嶺北地域では、身近なところでサービスが受けられるよう、事業所への通所手段

の確保支援、介護保険施設・事業所の基準該当事業所としての利用や他分野等と連

携、あったかふれあいセンター事業の利用等を促進するなどして、サービスの提供

体制を確保します。  

   

○	 障害児通所支援については、児童発達支援や放課後等デイサービス等の利用ニー

ズを充足するために、保育所や学校、放課後児童クラブ、障害児通所支援事業所等

と市町村との連携を進めるとともに、サービス提供体制の整備への支援や支援者の

資質向上を推進します。  

 

○	 重度の障害があっても、できるだけ身近な場所でサービスを受けられるよう、市

町村や各関係事業所と連携しつつ、サービス提供体制や人材確保の対策を支援しま

す。 

	

(2)	住まいの場の確保  

   

○	 今後、グループホームの利用者が更に増加すると見込まれることから、市町村と

ともに、事業所等への働きかけや施設整備の補助制度などを活用して、グループホ

ームの整備を進めます。  

 

(3)	地域における支援体制の充実  

   

○	 嶺北地域は、各町村がそれぞれ個別課題に取り組むとともに、４町村共同設置の

自立支援協議会で広域の共通課題を検討、推進します。  

 

○	 南国、香南、香美の３市は、それぞれの自立支援協議会で個別課題に取り組むと

ともに、市町村が協同で行う連絡会等において、一市では解決できない共通課題の

解決に向けた協議検討を進めていきます。  

 

○	 市町村による精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、精神

科医療機関と各市町村保健福祉分野の関係者と連携し、障害者の地域生活に必要な

支援の整備に向けた協議検討を行います。  

 

○	 市町村による地域生活支援拠点等の設置等のサービスの提供体制の整備に向けて、

利用者のニーズや利用量等の把握や、各市町村や事業所、医療機関などとの連携等

を通じて、既存の市町村自立支援協議会等を活用した協議の場づくりを支援します。  
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○	 障害のある子どもやその保護者の多様化するニーズを踏まえ、保育所等訪問支援

の実施や児童発達支援センターの機能強化等について検討し、市町村によるサービ

ス供給体制整備に向けて支援します。  
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本山町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４６号）第１０７条の規定に基づく本山町地域福 

 祉計画（以下「地域福祉計画」という。）の策定及び着実な推進を図るため、本山町地域福祉

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（職務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

 （１）地域福祉計画の策定に関すること 

（２）地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

（３）地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する基盤整備に関する 

事項 

（４）地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

（５）地域福祉における必要な施設整備に関する事項 

（６）その他（小グループ検討委員会の高齢者保健福祉計画策定、介護保険事業計画、障害

福祉計画策定にも参画する） 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１）各福祉団体の長 

（２）嶺北中央病院職員 

（３）本山町教育委員会職員 

（４）本山保育所職員 

（５）本山育成会職員 

（６）本山町議会議員 

（７）高知県中央東福祉保健所（健康障害課職員、地域支援室職員） 

（８）住民生活課職員 

（９）その他、町長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱した日から翌年の３月３１日までとする。ただし、委員が  

欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会には、委員長、副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時にはその職務を代行する。 
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（会議） 

第６条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明及

び必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（委員報酬） 

第７条 委員報酬は、「地方自治法第２０３条による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支

給方法条例」に基づき、日額５，０００円を支給する。ただし、公務員等については、支給

対象外とする。 

 

（庶務） 

第８条 この委員会の庶務は、健康福祉課において行う。 

 

（改組等） 

第９条 地域福祉計画の進捗管理および計画変更等を行う場合は、本山町地域福祉計画策定委

員会を本山町地域福祉運営推進委員会（以下、「推進委員会」という。）に改組し、必要事項

を協議・決定するものとする。 

２ 推進委員会の職務は第２条、委員は第３条第２項、委員長及び副委員長は第５条、会議は

第６条、委員報酬は第７条の規定のとおりとする。 

 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別 

 に定める。 

 

   附  則 

１ この要綱は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

２ この要綱は、公布の日から施行し、平成２６年２月１０日から適用する。 

３ この要綱は、公布の日から施行し、平成２６年３月１１日から適用する。 

４ この要綱は、公布の日から施行し、平成２７年７月１６日から適用する。 
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（敬称略）

番号 所　　属 氏　名 備	考

1 本山町社会福祉協議会長 山北　修司

2 本山町老人クラブ連合会長 北村　光

3 本山町立嶺北中央病院長 佐野　正幸

4
本山町立嶺北中央病院
外来兼地域医療部　主任

北村　安代

5
本山町立嶺北中央病院　地域医療部地域連携室
医療ソーシャルワーカー　主監

中越　香

6
本山町立嶺北中央病院
事務次長兼総務班長

田岡　明

7 高知県中央東福祉保健所　地域支援室長 窪内　悦子

8 本山町住民生活課長 細川　京子

9 本山町住民生活課　課長補佐 中西　一洋

10 本山町議会　副議長 河邑　一雄

11 総合福祉ゾーン天空の里　管理者 西岡　郁恵

12 本山町民生委員児童委員協議会長 髙石　昌彦

13
どんぐりボランティア
本山の会　会長

松岡　恭子

14 本山町身体障害者連盟会長 上村　嘉壽彦

15
本山町立本山保育所長
兼子育て支援センター所長

澤田　和惠

16 本山育成会しゃくなげ荘　事務 中川　恵子

17 高知県中央東福祉保健所　健康障害課長 松浦　朱子

18 本山町教育委員会　研修指導員 鈴木　薫子

19 ＮＰＯ法人れいほくの里どんぐり　理事長 都築　純子

本山町地域福祉計画策定委員会　委員名簿
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本山町地域福祉計画策定委員会 

開催内容 

 

第１回 

日時 平成２９年１０月１０日（火）午後１時３０分〜３時３０分 

場所 本山町保健福祉センター 一般検診室 

参加委員 １３名 

 

第２回 

日時 平成２９年１２月２５日（月）午後３時〜５時 

場所 本山町プラチナセンター ふれあいホール 

参加委員 １４名 

 

第３回 

日時 平成３０年２月１６日（金）午前１０時〜１２時 

場所 本山町プラチナセンター ふれあいホール 

参加委員 １２名 
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