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※白紙ページです
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第５章 介護保険料の設定

第５章 介護保険料の設定

第１節 介護保険料の設定

１ 第８期計画の財源構成

（１）保険給付の財源

保険給付の財源は、基本的に 50％を公費（国・県・市町村）で負担し、残りの 50％

は 65 歳以上の第１号被保険者と 40〜64 歳の第２号被保険者から徴収する介護保

険料で賄われています。

また、保険給付のうち、居宅給付費に係る公費分の負担割合は、国が 25％、県と

市町村が 12.5％となりますが、施設等給付費については、国が 20％、県が 17.5％、

市町村が 12.5％の負担となります。

なお、第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は、全国ベースの人数比率で決

める仕組みとなっており、第８期計画の３年間においては、第７期同様第１号被保険

者が 23％、第２号被保険者が 27％と定められています。

図表：標準給付費の財源構成

標準給付費

標準給付費は、介護サービスの給付費に特定入所者介護（予防）サービス費（低所得者

が施設に入所、あるいは短期入所サービスに滞在したときの食費・居住費の補足給付）、

高額介護（予防）サービス費（利用者が１か月間に支払った自己負担額が一定の上限を超

えた場合に払い戻される給付）、高額医療合算介護（予防）サービス費（医療保険と介護

保険の自己負担額の合計額が著しく高額になる場合に負担を軽減する給付）、審査支払手

数料（国民健康保険団体連合会に支払う手数料）を加えた費用です。
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（２）地域支援事業の財源

地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業については保険給付と同様

の財源構成となりますが、包括的支援事業や任意事業については第２号被保険者の

負担はなく、国が 38.5％、県と町がそれぞれ 19.25％を負担し、残りの２３％を６

５歳以上の第１号被保険者が負担することになります。

図表：地域支援事業費の財源構成

調整交付金

調整交付金は、市町村間の介護保険財政を調整するものです。高齢者の人口構成と所得

の状況に応じて交付割合が変動する仕組みとなっています。交付割合が 5.0%を下回った

場合は、不足分を第 1 号被保険者が負担し、交付割合が 5.0%を上回った場合は、上回っ

た分を第１号被保険者に割り当てます。
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２ サービスごとの給付費の見込み

要介護者数及びサービス利用の見込量などを基に、第８期計画期間の給付費を次のよ

うに見込みました。

（１）介護サービス見込量

（単位：円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度
（2021年度） （2022年度） （2023年度）

 ① 居宅サービス

訪問介護 28,339,000 28,109,000 28,109,000

訪問入浴介護 0 0 0

訪問看護 14,767,000 14,534,000 14,534,000

訪問リハビリテーション 2,168,000 2,169,000 2,169,000

居宅療養管理指導 2,621,000 2,625,000 2,482,000

通所介護 114,341,000 116,592,000 123,492,000

通所リハビリテーション 23,047,000 24,908,000 25,752,000

短期入所生活介護 61,582,000 63,613,000 70,156,000

短期入所療養介護（老健） 4,666,000 4,669,000 4,669,000

短期入所療養介護（病院等） 0 0 0

短期入所療養介護(介護医療院) 0 0 0

福祉用具貸与 20,085,000 20,228,000 20,371,000

特定福祉用具購入費 726,000 726,000 726,000

住宅改修費 2,570,000 2,570,000 2,570,000

特定施設入居者生活介護 12,749,000 12,756,000 12,756,000

 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 3,056,000 3,057,000 3,057,000

夜間対応型訪問介護 0 0 0

地域密着型通所介護 19,298,000 19,308,000 19,308,000

認知症対応型通所介護 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 2,111,000 2,112,000 2,112,000

認知症対応型共同生活介護 190,000,000 190,106,000 190,106,000

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 3,499,000 3,501,000 3,501,000

 ③ 施設サービス

介護老人福祉施設 382,488,000 382,700,000 382,700,000

介護老人保健施設 152,724,000 152,809,000 152,809,000

介護医療院 6,522,000 6,525,000 6,525,000

介護療養型医療施設 0 0 0

 ④ 居宅介護支援 37,886,000 38,807,000 35,688,000

合計 1,085,245,000 1,092,424,000 1,103,592,000

第８期計画期間
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（２）介護予防サービス見込量

（３）総給付費

（単位：円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度
（2021年度） （2022年度） （2023年度）

 ① 介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護 0 0 0

介護予防訪問看護 2,515,000 2,572,000 2,609,000

介護予防訪問リハビリテーション 378,000 379,000 379,000

介護予防居宅療養管理指導 260,000 260,000 260,000

介護予防通所リハビリテーション 8,768,000 8,773,000 8,773,000

介護予防短期入所生活介護 1,503,000 1,504,000 1,504,000

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

介護予防短期入所療養介護(介護医療院) 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 4,223,000 4,358,000 4,493,000

特定介護予防福祉用具購入費 375,000 375,000 375,000

介護予防住宅改修 1,023,000 1,023,000 1,023,000

介護予防特定施設入居者生活介護 2,259,000 2,260,000 2,260,000

 ② 地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0

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 2,719,000 2,720,000 2,720,000

 ③ 介護予防支援 4,358,000 4,304,000 4,248,000

合計 28,381,000 28,528,000 28,644,000

第８期計画期間

（単位：円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度
（2021年度） （2022年度） （2023年度）

 （１）介護サービス見込量 1,085,245,000 1,092,424,000 1,103,592,000

 （２）介護予防サービス見込量 28,381,000 28,528,000 28,644,000

総給付費 1,113,626,000 1,120,952,000 1,132,236,000

第８期計画期間
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３ 標準給付費等の見込み

要介護者数及びサービス利用の見込量などを基に、令和３年度から令和５年度の総給

付費を以下のように見込みました。

第８期に要する介護給付費等の見込み額は、標準給付費（総給付費、特定入所者介護

サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給

付額、算定対象審査支払手数料）のほか、地域支援事業費等を加えた額となります。

（１）標準給付費見込額

（２）地域支援事業費

（３）介護給付費等見込額

（単位：円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度
（2021年度） （2022年度） （2023年度）

1,113,626,000 1,120,952,000 1,132,236,000

66,855,912 61,358,189 60,191,807

30,664,609 29,769,308 29,201,024

3,726,116 3,619,807 3,550,707

910,237 884,249 867,386

（１）標準給付費見込額 1,215,782,874 1,216,583,553 1,226,046,924

第８期計画期間

 特定入所者介護サービス費等給付額

 総給付費

 高額介護サービス費等給付額

 高額医療合算介護サービス費等給付額

 算定対象審査支払手数料

（単位：円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度
（2021年度） （2022年度） （2023年度）

42,757,497 44,664,200 46,700,071

23,938,583 23,950,226 23,961,928

8,430,899 8,619,204 8,813,103

（２）地域支援事業費 75,126,979 77,233,630 79,475,102

第８期計画期間

 介護予防・日常生活支援総合事業費

 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費

 包括的支援事業（社会保障充実分）

（単位：円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度
（2021年度） （2022年度） （2023年度）

1,215,782,874 1,216,583,553 1,226,046,924

75,126,979 77,233,630 79,475,102

（１）標準給付費見込額 ＋ （２）地域支援事業費 1,290,909,853 1,293,817,183 1,305,522,026

 （１）標準給付費見込額

 （２）地域支援事業費

第８期計画期間
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４ 第１号被保険者の保険料基準額

第１号被保険者（65 歳以上の人）に負担していただく介護保険料は、第８期計画期

間中（令和 3 年度～令和５年度）に必要とされる介護保険給付費の総額、地域支援事業

費、第１号被保険者の人数や保険料の負担割合、保険料の収納率などによって算定しま

す。

第８期（令和３年度～令和５年度）の介護保険料基準額（月額） 6,400 円

※１ 本町は財政安定化基金からの借り入れを行っていないため、償還金（基金への返済）はありません。

※２ 第１号被保険者保険料に不足を生じないよう、所得段階ごとに人数と保険料率を乗じた数の合計（＝所得段階

別加入割合補正後被保険者数）を被保険者数とみなして基準額を算定します。

令和３年度 令和４年度 令和５年度
（2021年度） （2022年度） （2023年度）

 標準給付費見込額 ① 1,215,782,874 1,216,583,553 1,226,046,924 3,658,413,351

 地域支援事業費 ② 75,126,979 77,233,630 79,475,102 231,835,711

 第1号被保険者負担分相当額 ③＝（①＋②）×23％ 296,909,266 297,577,952 300,270,066 894,757,284

 調整交付金相当額 ④ 62,927,019 63,062,388 63,637,350 189,626,756

 調整交付金見込額 ⑤ 173,553,000 167,241,000 162,784,000 503,578,000

0

0

9,700,000

0

0

0

571,106,040

↓

571,106,040

93.0%

7,996

76,799

6,400

 財政安定化基金拠出金見込額 ⑥

 財政安定化基金償還金 ⑦ ※1

 準備基金取崩額 ⑧

 第８期保険料の基準額（月額） ⑯＝⑮÷12か月

 市町村特別給付費等 ⑨

 市町村相互財政安定化事業負担額 ⑩

 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 ⑪

 保険料収納必要額 ⑫＝③＋④－⑤＋⑥＋⑦－⑧＋⑨＋⑩－⑪

 保険料収納必要額 ⑫

 予定保険料収納率 ⑬

 所得段階別加入割合補正後被保険者数 ⑭ ※2

（単位：円・人）

 第８期保険料の基準額（年額） ⑮＝⑫÷⑬÷⑭

第８期計画期間
合計
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５ 所得段階別保険料額

第１号被保険者の介護保険料に係る所得段階の区分は、第７期計画に引き続き「９段

階」とします。

（１）所得段階別保険料額

（２）所得段階別加入者数

段階 基準額に対する割合 保険料月額

第１段階 0.50 3,200 円

第２段階 0.75 4,800 円

第３段階 0.75 4,800 円

第４段階 0.90 5,760 円

第５段階 1.00 6,400 円

第６段階 1.20 7,680 円

第７段階 1.30 8,320 円

第８段階 1.50 9,600 円

第９段階 1.70 10,880 円本人が住民税課税で，合計所得金額が基準所得金額（320万円）以上

対象者

世帯全員が住民税非課税 （合計所得金額＋課税年金収入≦80 万円）

世帯全員が住民税非課税 （合計所得金額＋課税年金収入≦120 万円）

世帯全員が住民税非課税 （第１段階・第２段階以外）

本人が住民税非課税 （公的年金等収入＋合計所得金額≦80 万円）

本人が住民税非課税（上記以外）

本人が住民税課税で，合計所得金額が基準所得金額（120万円）未満

本人が住民税課税で，合計所得金額が基準所得金額（210万円）未満

本人が住民税課税で，合計所得金額が基準所得金額（320万円）未満

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

第１段階 1,137 34.5 1,115 34.5 1,089 34.5

第２段階 554 16.8 543 16.8 531 16.8

第３段階 297 9.0 291 9.0 284 9.0

第４段階 267 8.1 262 8.1 256 8.1

第５段階 264 8.0 259 8.0 253 8.0

第６段階 405 12.3 398 12.3 389 12.3

第７段階 237 7.2 233 7.2 228 7.2

第８段階 76 2.3 74 2.3 73 2.3

第９段階 59 1.8 58 1.8 57 1.8

合計 3,296 100.0 3,233 100.0 3,160 100.0

段階
令和3年度（2021年度） 令和4年度（2022年度） 令和5年度（2023年度）
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６ 2025 年及び 2040 年を見据えた保険料基準額（推計）

2025 年及び 2040 年における第１号被保険者の保険料を、それぞれ下表のとおり

見込みました。

（１）第１号被保険者の保険料基準額

（２）所得段階別加入者数

令和７年度 令和22年度
（2025年度） （2040年度）

1,143,309,112 901,958,418

64,703,555 42,515,332

282,674,964 253,118,965

58,907,740 46,145,738

143,381,000 117,764,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

198,201,704 181,500,703

2,502 1,541

85,459 127,064

7,122 10,589

 財政安定化基金償還金 ⑦

 標準給付費見込額 ①

 地域支援事業費 ②

 第1号被保険者負担分相当額 ③＝（①＋②）×（R7：23.4％｜R22：26.8％）

 調整交付金相当額 ④

 調整交付金見込額 ⑤

 財政安定化基金拠出金見込額 ⑥

 準備基金取崩額 ⑧

 市町村特別給付費等 ⑨

 市町村相互財政安定化事業負担額 ⑩

 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 ⑪

 保険料収納必要額 ⑫＝③＋④－⑤＋⑥＋⑦－⑧＋⑨＋⑩－⑪

 予定保険料収納率 ⑬ 92.70%

 所得段階別加入割合補正後被保険者数 ⑭

 基準額（年額） ⑮＝⑫÷⑬÷⑭

 保険料の基準額（月額） ⑯＝⑮÷12か月

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

第１段階 1,045 31.7 644 19.9

第２段階 509 15.4 314 9.7

第３段階 273 8.3 168 5.2

第４段階 246 7.5 151 4.7

第５段階 242 7.3 149 4.6

第６段階 373 11.3 230 7.1

第７段階 218 6.6 134 4.1

第８段階 70 2.1 43 1.3

第９段階 55 1.7 34 1.1

合計 3,031 92.0 1,867 57.7

令和7年度（2025年度） 令和22年度（2040年度）
段階
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第２節 介護給付費等の適切な執行

１ 介護給付費等の適切な執行

（１）基本的な考え方

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真

に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことであ

り、適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度

への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。

介護給付の適正化のために本町が行う適正化事業は、高齢者等が、可能な限り、住

み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように

するとともに、限られた資源を効率的・効果的に活用するために、本町が本来発揮す

るべき保険者機能の一環として自ら積極的に取り組むべきものであり、自らの課題

認識の下に取組を進めていくことが重要です。

（２）適正化事業の推進

平成 29 年には、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律（平成 29 年法律第 52 号）により、介護保険法（平成 9 年法律第 123

号）の一部が改正され、市町村介護保険事業計画には介護給付等に要する費用の適正

化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めるものとさ

れました。新たに法律上に位置づけられたことから、これまで以上に人員体制を確保

するなどし、今後、いわゆる団塊世代すべてが 75 歳以上となる 2025 年、さらに

はいわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040 年に向けて、地域実情にあ

わせた地域包括ケアシステムを深化・推進していくためには、必要な給付を適切に提

供するための適正化事業をさらに推進していくことが必要です。

このため、引き続き「①要介護認定の適正化」、「②ケアプランの点検」、「③住宅改

修等の点検」、「④医療情報との突合・縦覧点検」、「⑤介護給付費通知」の主要 5 事

業を柱としつつ、より具体性・実効性のある構成・内容に見直しを行うことにより、

介護給付の適正化を一層推進していく必要があります。

（３）基本的方向性

本町では、国の「第５期介護給付適正化計画」及び「第５期鹿児島県介護給付適正

化プログラム」に基づき、介護給付適正化を図り、それらの計画に基づき、介護給付

適正化システムを活用し、不正請求などに対するチェック機能の強化を図るととも

に、ケアプランのチェックや縦覧点検及び医療情報との突合結果に基づく過誤調整

などを実施し、介護給付の適正化に努めます。

（４）計画期間

市町村介護給付適正化計画は、それぞれ、第 8 期介護保険事業計画に定める事項

とされたことから、令和 3 年度から令和 5 年度までの期間とします。
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（５）取り組むべき事業

本町においては、以下の主要５事業等を着実に実施します。

① 要介護認定の適正化

認定調査票の職員間の確認を行うほか、認定調査員の資質向上を目的とした研修

会へ参加します。

実績値 見込値 計画値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

審査件数（件） 全件 全件 全件 全件 全件

② ケアプランの点検

ケアプランが適切なものであるかをケアマネジャーとともに検証し、健全な給付

の実施を図るため、ケアプラン点検を実施します。

実績値 見込値 計画値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

点検件数（件） 133 123 120 120 120

③ 住宅改修等の点検

改修工事を行おうとする利用者宅の実態確認や工事見積書の点検、施工前・施工

後の訪問調査等を行い、利用者の実態にそぐわない不適切又は不要な住宅改修がな

いか検証します。

実績値 見込値 計画値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

点検件数（件） 全件 全件 全件 全件 全件

④ 医療情報との突合・縦覧点検

鹿児島県国民健康保険団体連合会からの医療情報と介護情報を基に、サービスの

整合性や算定日数等の情報を点検し、誤請求や重複請求があった場合は、事業所へ

過誤申立等の指導を行います。

実績値 見込値 計画値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

回数（回／年） 12 12 12 12 12
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⑤ 介護給付費通知

サービス利用者に対し、利用したサービス事業所、介護保険給付額等を通知し、

利用確認をしていただくことにより、利用者の意識を高めるとともに、事業所の架

空請求、過剰請求の防止を図っていきます。第 7 期に引き続き、介護給付費通知を

年 2 回送付します。

実績値 見込値 計画値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

回数（回/年） 2 2 2 2 2

２ 円滑な運営のための体制づくり

（１）円滑な運営のための体制づくり

① 介護サービス提供基盤の確保

計画に位置付ける介護サービス提供基盤を確保するため、事業者などにホームペ

ージ等を通じて、計画の内容やサービス提供事業所の詳細な情報、また、事業者の

公募や活用できる補助金等についての周知を図ります。

② 人材の育成・確保

介護・福祉施設等職員の人材育成を目的として、高齢者等に配慮した、より質の

高いサービスを適切に提供できるよう、事業所の職員を対象に研修会等を行ってい

きます。

また、要介護状態にある高齢者等が適切な介護サービスを利用できるよう、対象

者の心身の状態やサービス利用に対する希望などを考慮して、介護サービス計画の

作成やサービス提供事業者との連絡調整等を行うのがケアマネジャーです。ケアマ

ネジャーは、介護保険制度の要となるものであり、居宅介護支援事業所やケアマネ

ジャーの関係団体の活動への支援を行うとともに、定期的な研修・指導を実施して

いきます。

さらに、業務の効率化を図るため、オンライン化を検討または実行します。

③ 介護職員初任者研修費助成事業

町内に住所を有し、介護ヘルパーの資格を取る方に対し、資格取得後に費用の一

部を助成します。

④ サービス提供事業者への支援・指導

国・県と連携を図りながら指導・助言に努め、適正なサービス提供について支援

します。
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⑤ 低所得者対策

低所得者に対する利用者負担の軽減策として、障害者ホームヘルプサービス利用

者に対する支援措置、社会福祉法人による利用者負担軽減制度の支援を引き続き実

施するとともに、財源措置を含めた総合的な低所得者対策の確立を要望していきま

す。

⑥ 介護認定の公平性・公正性の確保

ア 介護認定訪問調査

介護の専門知識を持つ調査員が訪問し、本人の心身の状態や日常生活の状況な

どを把握する介護認定訪問調査については、これまで、町職員や居宅介護事業所

への委託により、調査を行ってきました。

今後とも、国による要介護認定事務の見直し等に対応した国や県の調査員研修

に参加し、介護認定訪問調査の公平性・公正性の確保と調査員の質の向上に努め

ます。

イ 介護認定審査会

介護認定訪問調査の結果と特記事項及び主治医意見書を基に、介護の必要程度

等の判定を行う介護認定審査会は、公平で統一性が保たれた判定を行っています。

今後も、より迅速な判定を行える審査体制の整備を進めます。
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３ 長期的な視点での介護保険制度の運営

（１）長期的な視点での介護保険制度の運営

高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や、核家族化の進行など要介護者を支え

てきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、社会全体で高齢者介護を支える仕

組みとして、介護保険制度は平成１２年４月に創設されました。

この間、介護保険制度は高齢期の暮らしを支える社会保障制度の中核として着実

に機能しています。その一方で、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速

に増大しているのも事実です。

本町では、高齢者数は今後も減少して行く見込みですが、それを支える若年者層が

大幅に減少することが見込まれています。今回の計画においては、令和７年（2025

年）及び令和 22 年（2040 年）を見据えた中長期的な視点で作成していますが、

今後も安定的に介護保険制度を運営するために、給付と負担のバランスについて年

度毎に検証するとともに、長期的な視点で議論（検証）を続けます。

（２）高齢者の自立支援・重度化防止等に係る保険者機能に関する評価指標

現状把握や点検評価等により、地域に応じた高齢者の自立支援や重度化防止を、事

業を進める中で評価しながら必要な見直しを行います。

Ⅰ ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築

○ 2025 年度における要介護・要支援認定者数及び認定率（推計及び実績）
○ 介護保険事業計画内に設定した目標値等の検証

Ⅱ 自立支援、重度化防止等に資する施策の推進

○ 地域包括支援センターにおける原則基準に基づく３職種の配置
○ 介護支援専門員連絡会の開催数
○ 地域ケア会議の開催数
○ 地域ケア会議における個別事例検討件数（検討数÷受給者数）
○ 切れ目なく在宅医療・介護が一体的に提供される体制の構築
○ 認知症サポーター養成講座の開催回数及び新規受講者数
○ 通いの場への参加率（通いの場の参加実人数÷高齢者人口）
○ 要介護認定基準時間の変化
○ 要介護認定の維持・改善状況（介護の変化）

Ⅲ 介護保険運営の安定化に資する施策の推進

○ 主要５事業の実施
○ ケアプランの点検数
○ 医療情報との突合・縦覧点検実施の有無
○ 福祉用具・住宅改修に際してのリハビリテーション専門職の関与の有無
○ 給付実績を活用した適正化の実施
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資料編

南大隅町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 117 条の規定に基づき策定する南大隅町

介護保険事業計画（以下「計画」という。）について，広く保険福祉関係者及び被保険者

などから意見を聴くため，南大隅町介護保険事業計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会の所轄事項は次のとおりとする。

(１) 被保険者の介護ニーズに関する社会的環境の現状と将来予測に関すること

(２) 目標年度における介護給付等対象サービスの目標量の設定に関すること

(３) 介護給付等対象サービスの提供体制のあり方に関すること

(４) その他計画の策定に関し必要な事項

（組織）

第３条 委員会は，次の者をもって組織する。

２ 委員は，次に揚げる者のうちから町長が委嘱する。

(１) 社会福祉協議会代表

(２) 老人クラブ連合会代表

(３) 民生・児童委員協議会代表

(４) 老人福祉施設代表

(５) 医師会代表

(６) 歯科医師会代表

(７) 自治会長連絡協議会代表

(８) 町議会代表

(９) 学識経験者

(10) 介護者代表

(11) 住民代表

(12) その他町長が必要と認める者

３ 委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（運営）

第４条 委員会に，委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
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３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は欠けたときは，その職務を

代理する。

（会議）

第５条 委員長は，会議を招集し，会議の議長となる。

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 議事は，出席委員の過半数で決し，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，会議の結果を町長に報告するものとする。

（意見の聴取）

第６条 委員長は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，その意見を聴くこと

ができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は，介護福祉課において処理する。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

附 則（平成 18年２月 10日告示第 11号）

この要綱は，告示の日から施行する。

附 則（平成 19年２月 19日告示第４号）

この要綱は，平成 19年４月１日から施行する。

附 則（平成 22年３月９日告示第 44号）

この要綱は，平成 22年４月１日から施行する。

附 則 （平成 29 年 11月 1日告示第 95 号）

この要綱は，告示の日から施行する。
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南大隅町高齢者福祉計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条  南大隅町の高齢者福祉計画に関し，必要な事項を調査・審議・計画するため南大隅

町高齢者福祉計画策定委員会（以下「委員会」という｡）を設置する。

（所轄事項）

第２条  委員会の所轄事項は次のとおりとする。

（１）南大隅町において確保すべき高齢者福祉の量の目標に関すること

（２）前項の高齢者福祉の量の確保のための方策

（３）その他高齢者福祉事業の供給体制の確保に関し，必要な事項

（４）その他計画の策定に関し必要な事項

（組織）

第３条  委員会は， 南大隅町介護保険事業計画策定委員会の委員で構成する。

２  委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（運営）

第４条  委員会に，委員長及び副委員長を置く。

２  委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

３  委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。

４  副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は欠けたときは，その職務を代

理する。

（会議）

第５条  委員長は，会議を招集し，会議の議長となる。

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  議事は，出席委員の過半数で決し，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，会議の結果を町長に報告するものとする。

（意見の聴取）

第６条  委員長は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，その意見を聴くこと

ができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は，介護福祉課において処理する。
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（補則）

第８条  この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

附  則（平成 18 年２月 10 日告示第 12 号）

この要綱は，告示の日から施行する。

附  則（平成 19 年２月 19 日告示第５号）

この要綱は，平成 19 年４月１日から施行する。

附  則（平成 22 年３月９日告示第 48 号）

この要綱は，平成 22 年４月１日から施行する。

附 則 （平成 29 年 11月 1日告示第 96 号）

この要綱は，告示の日から施行する。
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策定委員名簿

番号 区 分 所属・職名 氏 名

1 社会福祉協議会代表 南大隅町社会福祉協議会副会長  園 洋生

2 老人クラブ連合会代表 南大隅町老人クラブ連合会会長 打越 道行

3
民生委員児童委員

協議会代表

南大隅町民生委員児童委員協議会会長 中島 洋昭

4 南大隅町民生委員児童委員協議会副会長 柳川 信一

5

老人福祉施設代表

特別養護老人ホーム蒼水園施設長 津崎 正展

6 特別養護老人ホーム真寿園理事長 山本 正昭

7 医師会代表 肝属郡医師会立病院事務長 黒瀬 孝一

8 歯科医師会代表 永田歯科医院院長 永田 聡

9

自治会長連絡協議会代表

南大隅町自治会長連絡協議会会長 湯田 義光

10 南大隅町自治会長連絡協議会副会長 棈木 義行

11 南大隅町自治会長連絡協議会副会長 池田 修

12 町議会代表 南大隅町議会総務民生常任委員会委員長 松元 勇治

13

介護者代表

介護者 坂口 錦子

14 介護者 鎌田 和江

15

住民代表

被保険者 迫田 義博

16 被保険者 神川 和昭

17

その他

南大隅町社会福祉協議会事務局長 冨田 義和

18 南大隅町根占在宅介護支援センター 宮田 昭憲

19 南大隅町佐多在宅介護支援センター 花里 美代
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用語解説

ICT

［ Information and Communication 

Technology］情報・通信に関する技術の

総称。

従来から使われている「IT（Information 

Technology）」に代わる言葉として使わ

れている。海外では、IT より ICT のほう

が一般的である。

ＮＰＯ

非営利組織（Non Profit Organization）

の略で、営利を目的とせず、社会的使命の

実現を目的とする民間組織のこと。狭義で

は、特定非営利活動促進法に基づき都道府

県知事又は内閣総理大臣の認証を受けた

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）を指す。

ＰＤＣＡサイクル

事業活動における管理業務を円滑に進め

る手法の一つ。Plan（計画）→ Do（実行）

→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段

階を繰り返すことによって、業務を継続的

に改善する。

新しい生活様式

長期間にわたって感染拡大を防ぐため、飛

沫感染や接触感染、さらには近距離での会

話への対策を、これまで以上に日常生活に

定着させ、持続させていく普段の取組。

インフォーマル

公式でないさま。形式ばらないさま。具体

的には、家族、近隣、友人、民生委員・児

童委員、ボランティア、非営利団体（NPO）

などの制度に基づかない援助などが挙げ

られる。

うつ病

気分障害の一種であり、抑うつ気分、意欲・

興味・精神活動の低下、焦燥（しょうそう）、

食欲低下、不眠、持続する悲しみ・不安な

どを特徴とした精神障害をいう。

介護医療院

今後増加が見込まれる長期的な医療と介

護のニーズを併せ持つ高齢者の受け皿を

確保するため、「日常的な医学管理」や「看

取りやターミナルケア」等の医療機能と

「生活機能」としての機能を兼ね備えた施

設。

介護予防

介護が必要になることをできるだけ遅ら

せ、介護されるようになってからは、その

状態を維持、改善して悪化させないように

すること。また、それを目的とした介護予

防サービスや介護予防事業などの取組。

介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険制度において、市町村が各地域の

状況に応じて取り組むことができる地域

支援事業の１つ。通称、総合事業。

基本チェックリスト

厚生労働省により作成されたもので、介護

予防が必要である 65 歳以上の高齢者を

早期に発見し、介護を必要とする生活を未

然に防ぐための 25 個のチェック項目を

いう。

協働

同じ目的のために、協力して働くこと。

居宅サービス

自宅に居ながら利用できる介護サービス

を指す。施設に入っている場合であっても、
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そこが居宅とみなされる場合は、その施設

でのサービスは居宅サービスに含まれる。

ケアマネジメント

介護保険制度下で、利用者の多様な要求に

対応し、各種サービスを調整して適切で効

果的なケアを提供すること。

ケアマネジャー

介護支援専門員。支援が必要な人、その家

族などからの相談に応じ、その人が心身の

状況に応じて最適なサービスが受けられ

るよう、総合的なコーディネートやマネジ

メントを行う。介護保険制度を推進してい

くうえで、支援が必要な人やその家族と、

介護サービス等を提供する施設や業者と

をつなぐ橋渡し的な役割を担う。

権利擁護

自己の権利を表明することが困難な寝た

きりの高齢者や、認知症の高齢者、障害者

の権利を守り、ニーズ表明を支援し代弁す

ること。

高齢者

一般に 65 歳以上の者を指す。65～75 歳

を前期高齢者、75 歳以上を後期高齢者と

いう。

高齢者虐待

家庭内や施設内での高齢者に対する虐待

行為。この行為では、高齢者の基本的人権

を侵害・蹂躙（じゅうりん）し、心や身体

に深い傷を負わせるようなもので、次のよ

うな種類がある。①身体的虐待、②性的虐

待、③心理的虐待、④ネグレクト（介護や

世話の放棄）、⑤経済的虐待等。

互助

インフォーマルな相互扶助。家族や地域で

互いに支え合い、助け合うこと。

在宅医療・介護連携

医療と介護の両方を必要とする状態の高

齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを続けられるよう、在宅医療と介護サー

ビスを一体的に提供するために、医療機関

と介護サービス事業所等の関係者が連携

すること。

作業療法士（OT）

厚生労働大臣の免許を受け、リハビリテー

ションの一つ「作業療法」を行う者のこと。

医師の指導のもと、手芸・工作・家事とい

った作業を通じ、身体の回復や精神状態の

改善などを図り、社会的適応能力を回復さ

せることを目的とする。

事業継続計画（BCP）

企業等が自然災害等やテロ攻撃などの緊

急事態に遭遇した場合において、事業資産

の損害を最小限にとどめつつ、中核となる

事業の継続あるいは早期復旧を可能とす

るため、平常時に行うべき活動や非常時に

おける事業継続のための方法、手段などを

取り決めておく計画。

施設サービス

介護保険法による介護事業における施設

サービス。①介護療養型医療施設、②介護

老人保健施設、③介護老人福祉施設の３種

類がある。また、令和 5 年度末に経過措置

が終了し、廃止期限を迎える介護療養型医

療施設（介護療養病床）と医療療養病床の

移行先となる新たな施設類型として「介護

医療院」が創設される。

自治会

地域の住民等によって組織される親睦、共

通の利益の促進、地域自治のための任意団

体・地縁団体とその集会・会合。町内会等

とも呼ばれる。
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社会福祉協議会

社会福祉の企画･連絡･広報などを行い、そ

の総合的な促進を図ることを目的とする

社会福祉における代表的な民間組織。すべ

ての市区町村と都道府県･指定都市に組織

され、その連合体として全国組織がある。

その事業は広範多岐にわたり、日本の社会

福祉活動の重要な基盤の一つとなってい

る。

シルバー人材センター

高年齢者が働くことを通じて生きがいを

得ると共に、 地域社会の活性化に貢献す

る組織。センターは、原則として市町村単

位に置かれ、基本的に都道府県知事の指定

を受けた社団法人であり、それぞれが独立

した運営をしている。

新オレンジプラン

認知症施策推進総合戦略。「認知症の人の

意思が尊重され、出来る限り住み慣れた地

域の良い環境で自分らしく暮らしを続け

ることが出来る社会を実現する」ことを目

的に、団塊の世代が 75 歳以上となる令和

７（2025）年に向けて策定された。

新型コロナウイルス感染症

人に感染する「コロナウイルス」として新

たに見つかった「新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）」による感染症。この

感染症を「新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）」という。

生活機能

人が日常生活を営むための能力や働き。食

事・排せつ・歩行などの基本的な身体機能

のほか、交通機関の利用や金銭管理など社

会に参加する力も含めていうことがある。

生活支援コーディネーター

地域支え合い推進員。高齢者のニーズとボ

ランティアなどの地域資源とマッチング

させることで、生活支援を充実させること

を主な役割とする。

団塊ジュニア世代

年間出生数が 200 万人を超えた第 2 次

ベビーブームの 1971～74 年生まれを

指す。

団塊世代（団塊の世代）

1947～49 年頃の第 1 次ベビーブーム

に生まれた世代を指す。

地域共生社会

制度・分野ごとの“縦割り”や“支え手・

受け手”という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が「我が事」として参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超え

て「丸ごと」つながることで、住民一人ひ

とりの暮らしと生きがい、地域をともに創

っていく社会。

地域ケア会議

個別の事例を多職種協働によって検討す

ることで、地域に必要な取組を明らかにし、

地域包括ケアシステムを推進することを

目的として実施する会議。

地域支援事業

可能な限り住み慣れたまちで、なるべく自

分の力で活動的な生涯を送りたいという

願いを現実のものとするため、要介護（要

支援）状態になる前から、一人ひとりの状

況に応じた予防対策を図るとともに、要介

護状態になった場合にも、地域で自立した

日常生活を送れることを目的とする事業。

介護保険制度の３つの柱の一つ。①介護予

防・日常生活支援総合事業、②包括的支援

事業、③任意事業の３つの事業がある。

地域包括ケアシステム

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年

（2025 年）を目途に、重度な要介護状態

となっても住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるよう、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される体制を指す。
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保険者である市町村や都道府県が、地域の

自主性や主体性に基づき、地域の特性に応

じて作り上げていくことが必要となる。

地域包括ケア「見える化」システム

都道府県・市町村における計画策定・実行

を支えるために「介護・医療の現状分析・

課題抽出支援」「課題解決のための取組事

例の共有・施策検討支援」「介護サービス

見込量等の将来推計支援」「介護・医療関

連計画の実行管理支援」の機能を提供する

厚生労働省のシステム。

地域包括支援センター

介護保険法で定められた、地域住民の保

健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予

防マネジメントなどを総合的に行う機関。

各区市町村に設置される。平成 17 年の介

護保険法改正で制定された。センターには、

保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士

が置かれ、専門性を生かして相互連携しな

がら業務に当たる。法律上は市町村事業で

ある地域支援事業を行う機関であるが、外

部への委託も可能。要支援認定を受けた者

の介護予防マネジメントを行う介護予防

支援事業所としても機能する。

地域密着型サービス

住み慣れた自宅や地域で可能な限り生活

を続けられるよう、地域ごとの実情に応じ

た柔軟な体制で提供される介護保険サー

ビスであり、平成 18 年 4 月に創設され

た。原則として居住している市町村内での

みサービスの利用が可能。

日常生活圏域

市町村介護保険事業計画において、地理的

条件、人口、交通事情などを勘案して定め

る区域のこと。国ではおおむね 30 分以内

に必要なサービスが提供される区域とし

ている。

認知症

脳や身体の疾患を原因として記憶・判断力

などの障害が起こり、普通の社会生活が営

めなくなった状態。脳の神経細胞が通常の

老化による減少より早く神経細胞が消失

してしまうことで、脳の働きの１つである

認知機能が急激に低下するために起こる

病気。

認知症カフェ

認知症の人と家族、地域住民、専門職等、

誰もが参加でき、集う場。カフェのように

リラックスした場所で、お茶を飲みながら

認知症について気軽に意見交換ができる、

イギリス・アメリカのメモリーズ・カフェ

やアルツハイマー・カフェ等をヒントに生

まれた。平成 25 年「新オレンジプラン」

（認知症施策推進総合戦略）の戦略の一つ

に掲げられ、全国に広がっている。

認知症ケアパス

認知症の人とその家族が地域の中で本来

の生活を営むため、必要な支援や医療と福

祉の連携を一目でわかるように概略を示

したもの。

認知症サポーター

特定非営利活動法人「地域ケア政策ネット

ワーク全国キャラバンメイト連絡協議会」

が実施する「認知症サポーターキャラバン

事業」における認知症サポーター養成講座

を受講・修了した者を称する名称。認知症

に関する正しい知識を持ち、地域の認知症

を患う人やその家族を支援する者をいう。

年少人口

人口統計で、0 歳から 14 歳までの人口。

徘徊

あてもなく歩き回ること。うろうろと歩き

回ること。見当識障害や記憶障害などの中
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核症状出現の影響や、ストレスや不安など

が重なり、絶えず歩き回ること。

バリアフリー

原義は「障害・障壁のない」という意味。

日常生活や社会生活における物理的、心理

的な障害や、情報に関わる障壁などを取り

除いていくことをいう。高齢者や障害者に

とって安全かつ、住みよい社会を作るため

の概念。バリアフリーは誰もが使えて使用

者を選ばない「ユニバーサルデザイン」の

中に含まれる概念といえる。

福祉避難所

災害時に、一般避難所では避難生活が困難

な高齢者や障害者、妊婦など、災害時に援

護が必要な人たち（要援護者）に配慮した

市町村指定の避難施設をいう。

ふれあいいきいきサロン

地域の住民が気軽に集える場所をつくる

ことを通じ、地域の「仲間づくり」「出会

いの場づくり」「健康づくり」をするため

の活動。定期的に集まることで顔なじみの

輪を広げ、いきいきとした楽しい生活を送

ることを目的としている。

ホームヘルパー

在宅の高齢者や障害者宅を訪問し、介護サ

ービスや家事援助サービスを提供するホ

ームヘルプ事業の第一線の職種。

ボランティア

自発的な意志に基づき他人や、社会に貢献

する行為。

看取り

本来は「病人のそばにいて世話をする」「死

期まで見守る」「看病する」という、患者

を介護する行為そのものを表す言葉であ

ったが、最近では人生の最期（臨死期）に

おける看取りを持って、単に「看取り」と

言い表すことが多くなっている。

民生委員・児童委員

民生委員は民生委員法に規定され、地域社

会に根ざした無給の相談援助職。任期は 3

年で、都道府県知事の推薦を受け厚生労働

大臣が委嘱する。民生委員は児童福祉法の

規定で児童委員を兼ねており、地域の子ど

もの健全育成にかかわる行事や児童相談

所との連携、虐待通告の仲介など子どもと

その親の相談援助を担っている。

要介護（要支援）認定

介護サービスを受ける際に、その状態がど

の程度なのかを判定するもの。要支援は要

支援 1 と要支援 2 の 2 段階、要介護は要

介護 1 から要介護 5 まで 5 段階あり、い

ずれかの区分に認定されたのちに、介護保

険サービスを利用することができる。認定

の種類によって利用できる介護保険サー

ビスの範囲や量、負担料金の上限などが変

化する。

理学療法士（PT）

身体に障害のある人のリハビリテーショ

ンを受け持ち、理学療法を行う専門職。国

家試験に合格した者が厚生労働大臣から

免許を受ける。

リハビリテーション

病気や外傷によって身体的あるいは精神

的な障害が起こると、本来ごく自然に行わ

れていた家庭的、社会的生活が制約される

ようになるが、こうした障害のある人に対

して残された能力を最大限に回復させ、ま

た新たな能力を開発し、自立性を向上させ、
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積極的な生活への復帰を実現するために

行われる一連の働きかけをいう。

療養

病気やけがの手当てをし、身体を休めて健

康の回復をはかること。治療と養生。

老人クラブ

おおむね 60 歳以上の高齢者が、身近な地

域を基盤として、自主的に参加・運営する

組織。親睦・健康づくり・地域貢献など老

人福祉の増進を目的とした活動を行う。

我が事・丸ごと

（ ☞ 地域共生社会）




