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第５章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

（１）住民・関係機関・行政の協働による推進 
高齢者が生きがいをもち、安心できる生活を支えていくためには、住民・関係機関・行

政の連携・協働が不可欠となります。 

介護保険サービスや公的な福祉サービスを補完するうえで、地域住民の活動による地

域福祉活動との連携等が重要となりますが、多様な手法や機会を活用して、幅広く住民

や関係機関との連携・協働による取組みを推進します。 

（２）保健・医療・福祉の連携 
複合化する課題を抱える高齢者のニーズに対応し、住み慣れた地域での生活を支援し

ていくためには、保健・医療・福祉サービスを効果的に組み合わせていくことが必要とな

ります。 

保健・医療・福祉の視点から計画を総合的に推進するため、医師会、歯科医師会、薬剤

師会、社会福祉協議会等の関係機関との連携を強化します。 

（３）保健福祉関連拠点の活用と連携 
本計画に掲げる事業を効果的に展開するため、本町の地域資源である保健福祉関連拠

点を有効に活用するとともに、介護健康課を中心に各施設の連携を強化します。 
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２ 計画推進のための目標設定等について 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の目標設定 
介護予防・日常生活支援総合事業における多様なサービスについては、地域のニーズ

や資源等の地域の実情を踏まえ必要な量を見込む必要があることから、以下のとおり目

標値を設定します。 

■ 介護予防・日常生活支援総合事業の実績と目標値 

単位：人/月 

評価指標 
実績 見込 計画 

2019 年度 
（R1 年度） 

2020 年度 
（R2 年度） 

2021 年度 
（R3 年度） 

2022 年度 
（R4 年度） 

2023 年度 
（R5 年度） 

訪問介護利用者数 745 752 759 766 773 

通所介護利用者数 1,493 1,507 1,522 1,537 1,552 

 

確保方策 
要支援及び事業対象者（令和元年度：４２９名）に対し、高齢者が要介護状態
になることをできる限り防ぐため、ヘルパーの訪問サービスを受けたり、デイサー
ビスに通いながら、自立した日常生活を送ることができるよう支援します。 

 

（２）リハビリテーションサービスの計画的な 
提供体制構築のための評価指標 

リハビリテーションによって潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動能力

を高め自立した生活や社会参加を促進することが重要です。 

本町では今後、リハビリテーションサービスの提供体制をより一層充実させていくた

めに、国が示す提供体制に関する指標を参考に、2021（令和3）年度より開始する短期

集中（個別）リハビリテーションにおける実施加算算定者数を評価指標とします。 

短期リハビリテーションの提供実態を把握しながら、リハビリテーションサービスの

計画的な提供体制の構築を目指します。 

■ リハビリテーションサービスの提供体制の評価指標と目標値 

単位：人 

評価指標 
実績 見込 計画 

2019 年度 
（R1 年度） 

2020 年度 
（R2 年度） 

2021 年度 
（R3 年度） 

2022 年度 
（R4 年度） 

2023 年度 
（R5 年度） 

短期集中（個別） 
リハビリテーション 

実施加算算定者数 
－ － 85 93 102 

 

確保方策 
令和３年度の要支援及び事業対象者の新規対象者を 170 名と見込み、その
半数の方がサービスを受けられるよう努めます。その後は、10％（要支援及び
事業対象者の伸び率平均）ずつ利用者が増加していくよう目標設定しました。 
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（３）保険者機能強化に向けた交付金に係る評価指標の活用 
2017（平成29）年の法改正により、地域包括ケアシステムを推進し制度の持続可能

性を維持するための保険者機能の強化を目的に、保険者が地域の課題を分析して自立支

援、重度化防止に取組むことが制度化されました。 

これを受けて、2018（平成30）年度より市町村や都道府県の様々な取組みの達成状

況を評価できるよう客観的な指標を設定し、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する

取組みを推進するための「保険者機能強化推進交付金」が創設されました。また、2020

（令和２）年度には、新たな予防・健康づくりに資する取組みに重点化した「介護保険保

険者努力支援交付金」が創設されました。 

そのため、保険者機能強化推進交付金等を活用して、高齢者の自立支援・重度化防止

等に向けた必要な取組みをすすめるとともに、新たな事業への積極的な展開を含めて、

各種取組みの一層の強化を図っていきます。 

 

３ 計画の進行管理 

計画の実効性を高め、目標を達成していくためには、計画の進捗状況を把握し、評価

することが重要となります。このため、扶桑町高齢者保健福祉総合計画推進委員会にお

いて、PDCAサイクルにより客観的に進捗状況をチェックするとともに、法改正や社会

情勢等の変化に対応して施策等の方向性を検討します。 

■ 計画の進行管理（PDCA サイクル） 
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