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資料１－１ 

  

島本町保健福祉計画の進捗状況についてご報告いたします。 

 資料１－１をご覧ください。１ 保健事業についてでございます。 

 

健康教育、健康相談につきましては、例年と比較し実施回数及び延べ人数が

大きく減少しています。これは、コロナ禍の影響により地域で実施しているサロ

ンや各種事業の中止・実施方法の見直し等によるものでございます。 

 

特定健康診査及びがん検診等の健康診査につきましては、子宮頸がん検診を 

除く各種健（検）診の受診率は、例年と比較して低下しています。その要因とし

て新型コロナ感染の懸念から全体として健診への受診控えがあったことに加え、

新型コロナ感染対策として集団健（検）診の定員を縮小したことによるものです。 

  

訪問指導につきましては、認知症や精神疾患のあるケース等への訪問が増加

していることから、例年と比較し延べ人数が増加しています。 

 

高齢者に対する予防接種につきましては、令和２年度の高齢者インフルエン

ザの接種率が例年と比較し増加しています。これは、大阪府において、季節性イ

ンフルエンザと新型コロナウイルス感染症の併発による高齢者の重症化を防ぐ

こと等を目的として、自己負担額（1,500円）を無料としたことが大きな要因と

なっています。 

 

資料には掲載していませんが、新型コロナワクチン接種につきましては、現在

追加（３回目）接種を実施しており、２回目接種を受けた高齢者のうち、３月末

までには８割以上の高齢者が接種する見込みとなっています。 

 

 

資料１－１の説明につきましては、以上でございます。 
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資料１－２ 

  

資料１－２をご覧ください。２ 高齢者福祉事業についてでございます。 

 

「配食」につきましては、コロナ禍の影響により利用希望者が増加しているこ

とから、例年と比較し増加しています。 

 

 「会食会」につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和

３年度に引き続き、４年度についても中止としています。引き続き、委託先であ

る社会福祉協議会とともに、事業のあり方について検討してまいります。 

 

 「街かどデイハウス」、「高齢者福祉センター」、「福祉ふれあいバス」、「高齢者

健康と生きがいづくり推進事業」につきましては、コロナ禍の影響により、事業

の中止及び感染症対策を講じた実施内容の見直し等を行ったため、例年と比較

し延べ利用人数が減少しています。 

 

 なお、「高齢者福祉センター」の浴室については、老朽化に伴い、施設の維持

管理に多額の費用が必要であることが大きな課題となっています。事業を継続

するためには、設備の全面的な改修が必要となり、これにも多額の費用が必要と

なることから、今後は浴室を廃止し、介護予防やレクリエーション、交流スペー

スの場として、コロナ禍においても安心して利用いただける新たな機能を備え

た施設への転換を進めるため、関係部局において検討を進めています。 
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資料１－３ 

 

続きまして、資料１－３をご覧ください。 

自立支援と重度化防止に向けた目標として、第７期介護保険事業計画（Ｐ７９）

から新たに記載した令和２年度の目標値とその実績と令和３年度の状況につい

て記載をしております。 

ここでは、令和２年度実績及び３年度実績見込みが、令和元年度の実績と大き

く異なっている項目を中心に説明いたします。 

 

総合相談支援事業につきましては、令和２年度からの地域包括支援センター

の委託開始に合わせ、３職種による総合相談の件数をより正確に把握するため

に、ケアプラン作成等に関する指定介護予防支援等業務に関する相談やモニタ

リング件数はここに含めないこととし、地域包括支援センターの本来業務であ

る総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントと地域包括支援センタ

ーが介護保険の事業所として実施している指定介護予防支援等業務に関するこ

とと分けて把握することといたしました。このことから令和２年度から相談延

べ件数が大きく減少しております。 

医療・介護連携の会議や研修会につきましては、コロナ禍の影響により複数の

会議や研修会が令和２年度及び３年度は中止となりました。 

認知症サポーター養成講座につきましては、例年、町内の小学校４年生を対象

として実施していたキッズサポーター養成講座を令和２年度及び３年度はコロ

ナ禍により学校に職員が大勢出向いて実施することが困難であり、中止とした

ことから大きく受講者数が減っているものです。なお、令和４年度はこのキッズ

サポーター養成講座を再び開催できるよう動画を作成するなど、工夫するとと

もに、この２年間で受講できなかった児童へのフォローもできるように調整を

進めてまいりたいと考えております。 

いきいき百歳体操は、令和２年度の新型コロナウイルス感染症流行による緊

急事態宣言の際には、平成１８年度からの開始以来初めて、各地域拠点に開催実

施の自粛要請を町として行わなければいけなくなるなど、活動継続に際し、コロ

ナ禍の影響を大きく受けることとなり、現在でも複数の地域拠点において、ハー

ド面で新型コロナウイルス感染症の対策が難しいことなどの理由で活動再開で

きていないところがあります。また、６５歳以上人口における参加率につきまし

ては、例年、いきいき百歳体操のおさらい月間で実施している参加者アンケート

をもとに算出しておりましたが、令和２年度及び３年度は当該月間をコロナ禍

で中止としたことにより、数字を算出することができませんでした。 
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 資料１－３の説明につきましては以上でございます。 
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資料１－４ 

 

資料１－４をご覧ください。要支援及び要介護認定者の令和２年度実績と令

和３年度の実績見込でございます。 

まず、２か年の要介護認定者数の比較について申しあげます。 

 

まず、令和２年度と令和３年度見込を比較いたしますと、人数の伸びが大きか

ったのは要介護１で、令和２年度と比較しまして、３１人増加しております。ま

た、人数が減少したのは要介護５で、６人減少しております。 

 

 では、令和２年度の計画値と実績値の比較について申し上げます。 

要支援につきましては、要支援１の計画値が３２５人、実績が２３２人、比率

は７１．４％となっております。また、要支援２につきましては、計画値が２１

２人、実績が２１２人、比率は１００．０％となっております。 

なお、要支援者全体では、計画値が５３７人、実績値４４４人、比率が８２．

７％となっております。 

要支援１の認定者数が計画値との乖離が大きい理由としては、第７期計画期

間中に、チェックリスト対象者で総合事業サービス受給者が要介護認定を申請

しなかったことによると考えられます。 

 

要介護に移りまして、計画値と実績値の比率が一番低かったのが要介護５の

６８．１％、一番高かったのが要介護２の１０１．６％となっております。 

要介護者全体といたしましては、計画値が１，１４６人のところ、実績が１，

０６６人、比率が９３．０％となっております。 

 

 続きまして、令和３年度の計画値との比較について申しあげます。 

要支援につきましては、要支援１の計画値が２４０人、実績見込が２４０人、

比率は１００％となっております。また、要支援２につきましては、計画値が２

２３人、実績見込２２５人、比率は１００．９％となっております。 

なお、要支援者全体では、計画値が４６３人、実績見込が４６５人、比率が１

００．４％となっており、概ね計画値どおりの値となっております。 

 

要介護に移りまして、実績見込みの比率が一番低かったのが要介護４の８１．

５％、一番高かったのが要介護３の１０９．９％となっております。 

要介護者全体といたしましては、計画値が１，１３２人のところ、実績見込み

が１，１０３人、比率が９７．４％となっております。 
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資料１－４につきましては、以上でございます。 
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資料１－５ 

  

資料１－５をご覧ください。介護予防給付等サービスの令和２年度実績と令

和３年度の実績見込でございます。 

 

まず、令和２年度の計画値と実績値の比較について申し上げます。 

 

令和２年度につきましては、「③介護予防訪問リハビリテーション」、「⑥介護

予防短期入所生活介護」及び「⑬介護予防特定施設入居者生活介護」におきまし

て、執行率・利用率ともに計画値を上回りました。 

「③介護予防訪問リハビリテーション」が計画値を大きく上回った理由とし

ては、第７期計画期間中に当該サービスの事業所が島本町内に開設され、利用者

が増加したことが要因と考えられます。 

 

また、「②介護予防訪問看護」、「⑤介護予防通所リハビリテーション」、「⑦介

護予防短期入所療養介護（老健）」、「➉介護予防福祉用具貸与」、「⑪特定介護予

防福祉用具購入費」、「⑫介護予防住宅改修費」、「⑭介護予防支援」におきまして、

執行率・利用率ともに計画値を下回りました。 

 

なお、「④介護予防居宅療養管理指導」では、執行率は計画を下回っておりま

すが、利用率では計画を上回りました。 

 

 介護予防サービス全体では、執行率６８．５９％、利用率６４．００％となり、

執行率、利用率とも計画を下回りました。 

 

次に、令和３年度につきましては、「②介護予防訪問看護」、「③介護予防訪問

リハビリテーション」及び「⑦介護予防短期入所療養介護（老健）」におきまし

て、執行率・利用率ともに計画値を上回る見込みとなっています。 

 

また、「⑤介護予防通所リハビリテーション」、「⑥介護予防短期入所生活介護」

「⑪特定介護予防福祉用具購入費」、「⑫介護予防住宅改修費」及び「⑬介護予防

特定施設入居者生活介護」におきましては、執行率・利用率ともに計画値を下回

る見込みとなっております。 

 

なお、「④介護予防居宅療養管理指導」及び「⑭介護予防支援」では、執行率

は計画を下回っておりますが、利用率では計画を上回っております。また、「➉
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介護予防福祉用具貸与」については、利用率は計画を下回ったものの執行率では

計画を上回る見込みとなりました。 

 介護予防サービス全体では、執行率７９．７４％、利用率９７．９３％となり、

執行率、利用率とも計画を下回る見込みとなりました。 

 

次のページをご覧ください。介護サービスでございます。 

 

まず、⑴居宅サービスでございます。 

令和２年度の計画値と実績値の比較について申し上げます。 

令和２年度の実績についてですが、「⑬特定福祉用具購入費」や「⑭住宅改修

費」など１０のサービスで執行率及び利用率ともに計画値を下回りました。 

また、「④訪問リハビリテーション」及び「⑤居宅療養管理指導」で執行率及

び利用率ともに計画値を上回りました。 

居宅サービスの小計では執行率８７．３３％、利用率は１０３．２７％の執行

となりました。 

「④訪問リハビリテーション」が計画値を大きく上回った理由としては、介護

予防サービスでも申し上げましたが、第７期計画期間中に当該サービスの事業

所が開設され、利用者が増加したことが要因と考えられます。 

 

続いて、⑵地域密着型サービスでございます。 

令和２年度の実績についてですが、「③地域密着型通所介護」及び「⑥認知症

対応型共同生活介護」につきましては、執行率及び利用率ともに計画値を下回り

ました。 

また、「⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」につきましては、利

用率は計画を上回ったものの執行率では計画を下回りました。 

なお、「①定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「⑤小規模多機能型居宅

介護」につきましては、町内に事業所はございませんが、住所地特例の方の利用

があったものでございます。 

地域密着型サービス全体につきましては、執行率８７．１７％、利用率は８３．

３％と計画値を下回りました。 

 

続いて⑶施設サービスでございます。 

令和２年度の実績ついてですが、「①介護老人福祉施設」及び「④介護療養型

医療施設」につきましては、執行率・利用率ともに計画値を下回りました。「②

介護老人保健施設」につきましては、執行率は計画を上回ったものの利用率では

計画を下回りました。 
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施設サービス全体では、執行率９１．１３％、利用率８６．０５％となりまし

た。 

 

介護サービス全体では、執行率が８８．４５％と計画値を下回った一方で、利

用率が１００．６２％となりました。 

また、介護予防サービスと介護サービス費を合わせた、給付費の合計では、執

行率が８７．７２％、利用率が９３．４３％となりました。 

 

次に、令和３年度の計画値と実績見込みについてです。 

⑴居宅サービスでは「⑧短期入所生活介護」や「⑬特定福祉用具購入費」など

１１のサービスで執行率及び利用率ともに計画値を下回る見込みとなりました。

また、「③訪問看護」、「⑤居宅療養管理指導」など３つのサービスで執行率及び

利用率ともに計画値を上回る見込みとなっております。 

 居宅サービスの小計では執行率９３．３８％、利用率は１０５．６２％の執行

となる見込みとなっております。 

 

続いて、⑵地域密着型サービスでございます。 

令和３年度の実績見込みについてですが、「⑥認知症対応型共同生活介護」、

「⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」につきましては、執行率及び

利用率ともに計画値を下回る見込みとなりました。 

また、「③地域密着型通所介護」につきましては、利用率は計画を下回ったも

のの執行率では計画を上回る見込みとなりました。 

なお、「①定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「⑤小規模多機能型居宅

介護」につきましては、町内に事業所はございませんが、住所地特例の方の利用

があったものでございます。 

地域密着型サービス全体につきましては、執行率９３．３２％、利用率は９０．

６９％と計画値を下回る見込みとなっております。 

 

続いて⑶施設サービスでございます。令和３年度の実績見込みについてです

が、「④介護療養型医療施設」につきましては、執行率・利用率ともに計画値を

上回る見込みとなっておりますが、「①介護老人福祉施設」、「②介護老人保健施

設」及び「③介護医療院」は執行率・利用率ともに計画値を下回る見込みとなっ

ております。 

施設サービス全体では、執行率８４．４９％、利用率８５．５０％と計画値を

下回る見込みとなっています。 
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介護サービス全体では、執行率が９０．６５％と計画値を下回る見込みの一方

で、利用率が１０３．２４％と計画値を上回る見込みとなりました。 

また、介護予防サービスと介護サービス費を合わせた、給付費の合計では、執

行率が９０．２８％、利用率が１０２．４７％となる見込みとなっております。 

以上簡単ではございますが、資料１－５の説明は以上でございます。 
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資料１－６ 

 

続きまして、資料１－６をご覧ください。 

地域支援事業の進捗状況として、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括

的支援事業」、「任意事業」の各事業の令和２年度実績及び令和３年度実績見込み

を記載しております。 

 

⑴介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問型及び通所型サービス」の利用実

績につきましては、令和元年度までは訪問型サービスが微減、通所型サービスは

増加傾向で推移しておりましたが、令和２年度及び３年度はそれぞれ延べ利用

人数・利用額ともに減少となっております。各年度内の詳細を見ますと、新型コ

ロナウイルス感染症による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出され、

不要不急の外出自粛等が要請されている時期に、利用人数・利用額ともに減少傾

向にあることから、コロナ禍による利用控えの影響により、年度の利用実績につ

いても減少となったと分析しております。 

 

次に⑵の包括的支援事業でございます。地域包括支援センターの令和２年度

実績及び令和３年度実績見込みにつきましては、のちほどの案件２で報告させ

ていただきます。 

これ以外に包括的支援事業として、在宅医療・介護連携推進コーディネーター

を高槻市医師会に、生活支援体制整備協議体の運営を担う生活支援コーディネ

ーターを島本町社会福祉協議会にそれぞれ委託して配置し、関係機関からの相

談対応や横のつながりづくりを進めております。また、認知症地域支援推進員を

いきいき健康課に配置し、認知症の相談等への対応や初期集中支援チームへの

参画などの認知症対策を進めてまいりました。 

 

次に⑶の任意事業でございます。 

任意事業として実施している成年後見制度の町長申立ての件数、紙おむつ給

付事業の利用者数、認知症サポーターの養成数の各実績につきましては、記載の

とおりでございます。 

 

 資料１－６の説明につきましては以上でございます。 
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資料２－１～資料２－４ 

 

案件２、「地域包括支援センターに関することについて」につきましてご説明

申し上げます。 

今回、島本町地域包括支援センターの令和２年度及び３年度の運営状況等を

把握するための資料としまして、資料２－１から資料２－４までの４つの資料

として用意いたしましたので、順にご説明させていただきます。 

 

資料２－１をご覧ください。資料２－１につきましては、各年度の地域包括支

援センターの運営状況についてまとめた資料となっております。1 ページ目は、

地域包括支援センターの人員配置の状況を記載しております。令和２年度から

は島本町地域包括支援センターの運営を委託いたしましたが、いきいき健康課

におきましても地域支援事業に従事する職員として保健師・認知症地域支援推

進員・事務職をそれぞれ１名専任で配置し、それぞれ地域包括支援センターと連

携して地域支援事業の推進に努めております。 

２ページ目・３ページ目は総合相談やケアプラン作成の実施状況について、平

成３０年度から令和２年度までの実績と令和３年度見込みを記載しております。 

総合相談の実施状況につきましては、令和２年度からの地域包括支援センタ

ーの委託開始に合わせ、３職種による総合相談の件数をより正確に把握するた

めに、ケアプラン作成等に関する指定介護予防支援等業務に関する相談やモニ

タリング件数はここに含めないこととし、地域包括支援センターの本来業務で

ある総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントと地域包括支援セン

ターが介護保険の事業所として実施している指定介護予防支援等業務に関する

ことと分けて把握することといたしました。このことから令和２年度から相談

延べ件数が大きく減少しております。 

介護予防ケアマネジメント等につきましては、令和２年度・３年度ともこれま

でとそれほど大きく変わらない件数で微減もしくは横ばいとなっておりますが、

コロナ禍以前は右肩上がりで件数が伸びていたことや総合事業のサービス利用

がここ２年は減少に転じていることから、コロナ禍の影響を受け、微減もしくは

横ばいになったものと分析しております。 

４ページ目は、①が令和２年度の委託による運営の島本町地域包括支援セン

ターの町からの委託料の使用状況、②が指定介護予防支援等事業によるケアプ

ラン作成収入や住宅改修意見書作成による収入などの収入とケアマネジャー等

指定介護予防支援等業務に関する支出も含めた介護保険事業所としてのセンタ

ー全体の事業所としての収支を記載しております。なお、①の人件費につきまし

ては、直営による地域包括支援センターの時の人件費と同じ程度の金額で３職
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種の人員増と開所時間等の拡大など、センター機能の充実をはかっていただく

ことができたと考えております。 

５ページ目につきましては、地域包括支援センターがケアプラン作成を担っ

ていた要支援・総合事業の事業対象者が、要介護となった際に引き継いだ居宅介

護支援事業所を一覧としたものでございます。なお、参考までに直営の時の状況

についても併せて記載しております。これを見ますと、地域包括支援センターの

受託法人の系列事業所への引継ぎ件数が多くなっておりますが、これは直営に

よる地域包括支援センターの時も同様であり、同一法人の系列ではなく、ケアマ

ネジャーの人員数など事業所の規模により引継ぎを受けてもらえる件数が変わ

ってくることが事業所間の件数の差になっているものと考えております。 

 

資料２－２をご覧ください。資料２－２につきましては、要支援及び総合事業

の事業対象者のケアプラン作成を、地域包括支援センターから居宅介護支援事

業所に委託した場合の、委託先とその件数を記載した一覧となっております。事

業所ごとの件数の差につきましては対応できるケアマネジャーの人数等による

ものと考えております。なお、要支援及び総合事業の事業対象者のケアプラン作

成の居宅介護支援事業所への委託につきましては、各事業所とも人員が厳しい

ためか、年々、新規で引き受けていただきにくい状況となっていることが指定介

護予防支援等業務の実施に関する本町の課題となっております。 

続きまして、資料２－３及び２－４は委託による運営の地域包括支援センタ

ーの令和２年度の事業実施報告及び令和３年度の事業計画となっております。 

 

資料２－３につきましては、令和２年１０月２７日の介護保険事業運営委員

会で報告させていただいた令和２年度の島本町地域包括支援センターの事業計

画に対する実績状況をまとめたものとなっております。最後の年間総括は地域

包括支援センターの令和２年度を振り返っての評価、町の評価は実績報告を受

けての担当課の評価を記載しております。 

地域包括支援センターの委託初年度につきましては、直営からの移行はスム

ーズにできたものの、開始直後にコロナ禍により様々な制約が必要となる年度

であったため、地域に出向いての周知活動などが思うようにできなかった点が

令和２年度の課題であったと考えております。一方で、人員体制や相談対応等に

おいては十分に、かつ、安定した運営をしていただいているので、引き続き、こ

れまでと同様の運営を続けてもらえればと考えています。 

また、地域支援事業において、高齢者虐待の対応などマニュアル化できていな

いところもあるので、これらのことについて、町と地域包括支援センターの連携

がよりスムーズにいくように、町と地域包括支援センターが一緒になって整備・
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見直しを進めて行きたいと考えております。 

資料２－４につきましては、令和３年度の島本町地域包括支援センターの事

業計画でございます。令和３年度の事業計画につきましては、令和２年度の計画

で予定していたものの、コロナ禍により令和２年度には実施できなかったこと

に改めて取り組むことを中心に事業計画を立てることとしました。なお、この令

和３年度の計画につきましては、年度が完了後に先ほどの資料２－３と同じよ

うな形で、地域包括支援センター及び町の担当課で総括と評価を行うことを予

定しております。 

なお、令和４年度のセンターの事業計画につきましては、今回の実績報告内容

や令和３年度の状況も踏まえ、完成させる方向で現在、事務を進めております。 

 

以上、簡単ではございますが、地域包括支援センターの令和２年度及び３年度

の運営状況についてご報告させていただきます。 
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資料３ 

 

 案件３「地域密着型サービスの指定状況について」でございます。 

資料３をご覧ください。町内にございます地域密着型サービスの事業所を記

載しております。また、入所者数や利用者数につきましては、２月時点での最新

情報であります１２月サービス提供分の人数を参考に記載しております。 

上から順に説明いたします。まずは、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグ

ループホームでございますが、町内には２つの事業所がございます。指定してい

る定員数は、グループホームみなせが２６名、グループホーム桜井の里が１８名

の合計、４４名となっております。 

 

 また、認知症対応型通所介護につきましては、「グループホーム桜井の里」と

施設の一部を共有する共用型の通所介護となっております。 

 

 続きまして「地域密着型通所介護」でございます。町内には４つの事業所があ

り、定員数、いわゆる１回のサービスの受け入れ可能な人数は、事業所によって

異なり１０名から１８名となっております。利用者数につきましては、実際に利

用された方の人数を記載しております。 

 なお、「島本の郷デイサービスセンター」につきましては、令和２年７月１７

日から事業を休止しております。 

 

 次に「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」でございます。実入所者

数が定員数と同数になっており、満床の状態となっております。 

 

 以上簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 
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資料４ 

  

資料４をご覧ください。 

 

本町におきまして、令和４年４月１日付けで、機構改革を予定しております。 

資料にもございますが、高齢者施策の担当部署を一本化することを目的に、

「高齢介護課」を新設することとしており、今後、この会議の事務局は新設いた

します「高齢介護課」で担わせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

その他の機構改革の内容につきましては、資料のとおりでございます。 

以上簡単ではございますが、資料４の説明は以上でございます。 

 

 


