
３．第８期介護保険事業計画等に
向けた論点

（第７期介護保険事業計画の一部追加変更と
第８期介護保険事業計画に係る介護基盤整備）

資料３



 

第 10節 介護サービスの質の向上、福祉、介護人材の確保及び育成 

 

全国的に高齢化が進む中、介護を担う人材不足が課題となっています。国によれば、

団塊の世代が後期高齢となる 2025年には、約 38万人の介護人材の不足が生じると推

計しています。 

本市においても介護人材の確保が大きな課題となっており、さらに人材の定着や育 

成も課題となっています。 

このことから、介護人材のさらなる確保と質の向上が必要になります。 

 

<介護人材確保・定着・育成における課題> 

1 求める人材や必要な能力・資格を持った人材の応募が少ない 

2 業務に対する社会的評価が低い 

3  有資格者・無資格者等の役割が混在している状況や評価制度等が整っていな

いため、将来展望・キャリアパスが見えづらい 

4 身体的・精神的負担が大きいなど、労働環境が整っていない 

5  仕事内容のわりに賃金が低い 

 

<現状と今後の方向性> 

不足する介護人材を確保するため、平成 28年度及び平成 29年度において、国東

市介護職員初任者研修養成講座を開催し、その費用の一部を助成しました。 

第 7期計画期間においては、講座に応募する資格取得希望者の状況を鑑み、実施

します。 

また、介護人材の育成・確保に向けた調査・研究のため、介護サービス事業者へ

のアンケートを実施します。 

介護人材の定着に向けた支援として、平成 28 年度に介護ロボット導入支援を行

いました。 

今後も国・県の補助事業を活用した介護ロボット導入支援を行い、介護人材の定

着に向け、介護サービス事業者への支援を推進していきます。 

介護サービスの質の向上や人材の育成のため、事業者向け研修を積極的に行い、

介護を担う人材のスキルアップを促進します。 

【介護人材需給推計（国東市）】                  （単位：人） 

区 分 
サービス受給

者数 
介護職員数 

介護保険施・事業

所の看護職員数 

介護その他の

職員数 
合 計 

2015年（H27） 1,695 616 113 326 1,055 

2018年（H30） 1,745 634 116 335 1,086 

2020年（H32） 1,778 647 118 342 1,107 

2025年（H37） 1,746 635 116 335 1,086 

2030年（H42） 1,709 621 114 328 1,063 

2035年（H47） 1,713 623 114 329 1,066 

2040年（H52） 1,637 595 109 315 1,019 

※厚生労働省の「介護人材需給推計ﾜｰｸｼｰﾄ」で推計。ｻｰﾋﾞｽ受給者 100人あたりの介護職員等配置率は全国標準を使用。 

第７期介護保険事業計画

追加項目（P131） 



 

１ 介護人材確保に向けた助成事業について 

 

令和元年度に実施した介護職員等雇用状況実態調査及び他市の補助制度の動向

を把握し、介護人材確保に向けた助成事業を計画します。 

 

 

   

助成事業名 事業区分 交付額 事業内容 

介護人材確保・

定着・育成支援

事業 

(1) 

就職奨励金 10万円 

・市内の介護サービス事業所に新規に

介護職員（正規職員）として雇用され

た満 61歳以下の者 

(2) 

新卒者・有資

格者就職奨励

金 

5万円 
・事業区分(1)の助成対象者が、新卒者

又は介護福祉士の資格を有する者 

(3) 

訪問介護員就

職奨励金 

10万円 

・事業区分(1)の対象者が、市内の訪問

介護事業所の訪問介護員として雇用

された者 

・市内の訪問介護事業所に訪問介護員

（非正規職員）として雇用された満

61歳以下の者 

(4) 

キャリア形成

奨励金 

5万円 

・同一法人内の介護サービス事業所に

介護職員として、継続して 3年以上在

職する者で、社会福祉士、介護支援専

門員、介護福祉士の資格を取得した者 



１．趣旨 

  人口構造的にどの分野においても人材不足が深刻な状況になっているが、特に国東市においては、介護サービスを提供していくうえで慢性

的な人材不足に陥っている状況にある。 このことから、必要な介護サービスが安心して受けられるように、また、当市の持続可能な介護保

険事業を円滑に実施していくうえで、この介護人材の確保は、施策の最重要課題として、有効な対策を早急に実施していくことが求められて

いる。対策を検討するうえで、令和元年度に実施した介護職員等雇用状況実態調査及び他市の補助制度の動向を把握し、令和 2年度から介護

人材確保に向けた助成事業を実施する。 なお、介護人材確保に向けた助成事業については、令和元年 12月 18日に、市内の介護サービス事

業所から市長、議長宛に要望書の提出があった。 

 

２．助成事業の着眼点 

区分 支援策（案） 助成事業の内容に関して整理すべき事項 

人材 

確保 

採用に際しての助成 ① 対象となる者の雇用形態をどうするか（正規職員、非正規職員） 

 ・長期的、安定的した雇用の確保という視点から正規職員のみを対象にすべきではないか。 

 ・一方で、特定のサービス（訪問介護・訪問入浴介護）の職員は、非正規職員が多く雇用されている実

態があり、現実的に正規職員としての募集（採用）も少ないことから、訪問介護等に従事する者につ

いては、非正規職員も対象にすべきではないか。 

② 対象となる者の年齢制限（上限）をどうするか。 

 ・長期的、安定的した雇用の確保という視点では、新卒者を含め若い人の雇用が促進されるべきと考え

るが、現実は 50歳以上の高年齢層の採用が約半数を占めている。就労していない高年齢層の介護職へ

の新規参入を促す年齢層に引き上げてもよいのではないか。（例：50歳まで、61歳まで等） 

 ・一方で、高年齢層の採用は、正規職員のほうが少ないと思われるので、高年齢層の雇用を促進するた

めに、高年齢層については、非正規職員も対象にすべきではないか。 

③ 対象となる職種をどうするか。 

 ・他市では、看護職員、調理員などの介護職以外の職種も対象としているところもあるが、新たな補助

制度の効果が検証できるまで、介護職員のみでスタートすべきではないか。 

 ・介護職と同様に介護支援専門員も人材不足という実態がある。介護支援専門員も対象にすべきではな

いか。 

④ 過去に介護職員として従事していた者や現に介護職員として従事している者の取り扱いをどうする

か。 

介護人材確保に向けた助成事業について（令和 2年度新規事業） 資料３ 



 ・市内で介護職員として従事している者が、離職後すぐに再就職する際は、市全体の介護人材の人数は、

増加していかないので、一定の期間等の制限を設けるべきではないか。 

（例：1か月又は 3か月以上など）また、同一法人での再就職は対象から除外するべきではないか。 

 ・市外で介護職員として従事している者が、離職後に市内の事業所に就職する場合は、介護人材の人数

は、結果的に増加するので対象とすべきではないか。 

④ 対象となる者の居住地をどうするか（市内・市外） 

 ・人材確保という主眼から、市外居住者でも対象とすべきではないか。 

⑤ 助成金の支給の時期をどうすべきか。 

 ・就職と同時に支給した後、短期間で離職した際は、助成の効果なくなるので、分割すべきではないか。 

⑥ 技能実習生などの外国人労働者については、対象から除くべきではないか。 

⑦ 補助制度の円滑な運営という視点から、新卒者を除きハローワークの求人に対して応募して採用され

る人に限るべきではないか。（人材派遣、紹介会社や事業所への直接応募は除く） 

⑧ 採用に際し、即戦力となる有資格者については、助成の上乗せをすべきではないか。 

  →有資格者：介護福祉士 

⑨ 訪問介護・訪問入浴介護に従事する採用者は、介護職員初任者研修修了者以上の資格を有する必要が

あることから、即戦力者として助成の上乗せをすべきではないか。 

  

 

区分 支援策（案） 助成事業の内容に関して整理すべき事項 

人材

育成 

・ 

定着 

キャリア形成奨励金 

① 現に従事している介護職員のスキル向上支援を行うべきか。 

 ・現に従事する介護職員が一定期間の継続勤務し、上位の有資格を取得した場合に、助成金を支給する

ことで育成、定着に効果があるのではないか。（一定の継続勤務期間をどれくらいにするのか） 

  →有資格：介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員 

② 採用に際しての補助を受けた者に対しても①の支援をすることで、育成、定着支援になるのではない 

か。（一定の継続勤務期間をどれくらいにするのか） 

 

 

 



３．助成事業の概要 

市町村名 事業名 事業内容の詳細 備考 

国東市 

 

介 護 人 材 確

保、定着、育

成支援事業 

 

 

 事業区分 交付額 事業内容 

確

保 

 

(1) 

就職奨励金 

10 万円 

（1 人 

1回限り） 

・市内の介護サービス事業所に新規に介護職員（正規職員）として

雇用された満 61 以下の人。 

・市内、市外の在住は問わず。 

・10 万円のうち、3 万円は、就業開始後 3 月経過後に支給。残りの 7

万円は、就業開始後 12 月の経過月に支給。 

(2) 

新卒者・有資格

者就職奨励金 

5 万円 

（1 人 

1回限り） 

(1)の助成対象者が、新卒者又は介護福祉士及びである場合は、（１） 

の奨励金に追加支給する。 

・就業開始後 3 月経過後に(1)の奨励金と併給。 

(3) 

訪問介護員就職

奨励金 

10 万円 

（1 人 

1回限り） 

①(1)及び(2)の助成対象者が、訪問介護事業所の訪問介護員として、

雇用された場合は、(1)及び(2)に加えて追加支給。 

・就業開始後 12 月の経過月に支給。 

②市内の訪問介護事業所に訪問介護員（非正規職員）として雇用さ

れた満 61 以下の人。（非正規職員については、月平均 60 時間又は年

720 時間以上の勤務を要する） 

・10 万円のうち、3 万円は、就業開始後 3 月経過後に支給。残りの 7

万円は、就業開始後 12 月の経過月に支給。 

育

成 

・ 

定

着 

(4) 

キャリア形成奨

励金 

5 万円 

（1 人 

1回限り） 

・同一法人内の介護サービス事業所に介護職員（正規職員）として、

3 年以上在職する者でその後、申請年度において社会福祉士、介護支

援専門員、介護福祉士の資格を取得した人に支給。 

(1)の対象者は、 

① 過去に市内の介護・医

療サービス事業所に介護職

員として勤務した経験のな

い人（常勤非常勤問わず）

または、市内の介護・医療

サービス事業所において介

護職員として離職した日か

ら、6 か月以上経過してい

る人をいう。 

②同一法人（社福法人と医

療法人の両方を経営する場

合も同一法人とみなす）で

の就職でないこと。 

③再就職する日は、令和 2

年 4月 1日以降であること。 

 

(3)の② 

非正規職員は、常勤・パー

ト（短時間雇用）問わず。 

 

(4)は、年齢制限なし。 

(1)(2)(3)の①は、新卒者を

除き、ハローワークの求人

に応募して、雇用された人

に限る。 

※ 人材紹介、派遣会社や

事業所への直接応募は除

く。 

 

 



３．予算額案（令和 2年度当初予算） 3,100千円 

  ※ 市議会の議決後 

 

 (1) 歳入  

  ・事業に要する財源 ： 第 1号保険料（国庫補助金 保険者機能強化推進交付金（インセンティブ交付金） （一般財源繰入 無）） 

              平成 30年度→7,585,000円   令和元年度→ 7,463,000円   

              令和 2年度については、当初予算で、3,100,000円を計上 

 (2) その他  

  ・施行日  令和 2年 4月 1日 

 

  ・事業実施に向けてのスケジュール等 

  (1) 介護保険事業計画策定員会での承認  1月 30日（木曜日）開催 

  (2) 介護保険条例の一部改正の議決    令和 2年第 1回定例議会 

    ・介護保険法には、明確に条例制定の必要性までは規定されていないが、制度上、市町村独自の介護保険サービスであること。財源

に国庫補助を充てることになるが、交付金の性質上、市町村が充当事業を実施しない場合も、交付され介護給付費準備基金に積み

立てられていくため、介護保険料と同じ性質を持つことから、事業実施に当たっては、住民負担が間接的に生じることとなる。 

     このことから、地方自治法第 14条第 2項の「義務を課し、又は権利を制限する」の趣旨に該当する。 

 

 

 

 

 

 

  (3) 補助金交付要綱の制定        2月中旬 

 

 

 

 

 

地方自治法 第三章 条例及び規則 

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 

２ 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなけ

ればならない。 

 



【参考】 

●介護保険法より 

第九章 保健福祉事業 

第 115条の 49 

市町村は、要介護被保険者を現に介護する者等（以下この条において「介護者等」という。）に対する介護方法の指導その他の介護者等

の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及ぴ指定居宅介護支援の

事業並ぴに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービス等のための費用に係

る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。 

 

●条例一部改正案 

(保健福祉事業) 

第〇〇条 市は、法第 115条の 49に規定する保健福祉事業として、介護人材確保・定着・育成支援に係る助成事業を行う。 

 

●平成 30 年度における保険者機能強化推進交付金（市町村分）について（厚生労働省老健局介護保険計画課 平成 30 年 2月 28 日） 

（抜粋） 

第２ 保険者機能強化推進交付金（市町村分）の性格 

・ 保険者機能強化推進交付金（以下「交付金」という。）については、国、都道府県、市町村及び第２号保険料の法定負担割合に加えて、介

護保険特別会計に充当し、活用することとする。 

なお、交付金は、高齢者の市町村の自立支援・重度化防止等に向けた取組を支援し、一層推進することを趣旨としていることも踏まえ、各保

険者におかれては、交付金を活用し、地域支援事業、市町村特別給付、保健福祉事業を充実し、高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等

に必要な取組を進めていくことが重要である。 

・ なお、当該年度において１号保険料に余剰が発生した場合には、通常どおり、介護給付費準備基金に積み立てるものであることを申し添え

る。 

 

 

 

 

 

 



４．資料 

Ⅰ．介護職員等雇用状況実態調査の分析 （時点は、令和元年度 ７月 1日） 

 (1) 市内での介護職員の雇用者数は、495名で雇用形態は、正規雇用者 318名（64.2％）、非正規雇用者 177名（35.8％）である。また、

男女別の雇用形態では、男性雇用者のうち正規職員が占める割合は 92.5％であるが、女性雇用者のうち正規職員が占める割合は、56.4％

で、非正規職員が占める割合が 4割を占める。 

 (2) 年齢階級別では、男性の 30歳代が、最も多く 31.8％を占める。女性は、50歳以上が、241名で 62.1％を占める。また、50歳以上の雇

用者数が、263名となり、53.1％を占める。 

 (3) 介護職員の資格取得状況は、介護福祉士が 233名（47.1％）、介護職員実務者研修修了者が 37名（7.5％）、介護職員初任者研修修了

者が 92名（18.6％）、それ以外の者が 133名（26.9％）である。 

 (4) 過去 1年間（H30.7.1～R1.6.30）の採用者は、47名（男性 9名、女性 38名）で女性の非正規雇用が多い。また、年齢階級別の採用者

のうち 50歳以上の採用者数は、26人であり、55.3％を占めている。 

 (5) 過去 1年間（H30.7.1～R1.6.30）の離職者は、56名で、経験年数 1年以上 3年未満の者が 22名（39.3％）を占める。 

 (6) 事業者が認識している離職の主な理由は、家庭の事情（結婚、出産、育児）が、最も多く次が、転職である。 

 (7) 回答のあった 41事業所のうち 24事業所（58.5％）が、不足している状況にあり、特に 5事業所が大いに不足しているという回答であ

った。 

 (8) 介護人材不足による介護サービスへの影響は、利用定員を充足することができないが 1事業所、提供依頼に対応できないが 5事業所で、

影響が生じている事業所は、14.6％に及んでいる。 

 (9) 事業所で取り組んでいる離職防止策で、最も多かったものは労働時間の希望を聞いている。次が研修や講習会等の能力開発の充実、賃

金労働時間等の労働条件の改善である。 

(10) 行政に望む支援策で、多い順に賃金やサービス体制加算への支援（23件）、次に資格取得に向けた支援（15件）、介護の魅力づくり

への啓発（12件）、事業所内研修への支援（10件）である。 

(11) 追加調査で、介護人材が不足していると回答した事業者に不足している介護人材の人数を質問したところ、不足している人数は、55

名（正規職員 35名、非正規職員 18名）であった。 

 

 

 



Ⅱ．介護人材確保に向けた他市の動向 

 介護人材不足は、当市のみでなく全県下、全国的な問題となっていることから、他市において、実施している先駆的な取組は次のとおり。 

※ 県内１市、県外 4市（検索サイト等から把握） 

市町村名 事業名 事業内容の詳細 備考 

○○市 
介護人材確保

支援事業 

 
 

 事業区分 交付額 事業内容 

確

保 

(1)人材確保就職奨励金 10 万円 市内の介護サービス事業所に介護職員、看護師、調理員など正

規職員として就職した満 50 歳未満の人。市外在住でも可。 

育

成 

(2)初任者資格取得報奨

金 

10 万円 就職奨励金を受け取った人で、介護職員初任者研修資格を取得

した人 

定

着 

(3)継続勤務報奨金 

（3 年間） 

10 万円 奨励金を受けた人のうち、同じ介護サービス事業所で 3 年間勤

務した人 

(4)継続勤務報奨金 

（5 年間） 

20 万円 奨励金を受けた人のうち、同じ介護サービス事業所で 5 年間勤

務した人（介護職員は、介護福祉士の資格所得が要件となる） 

 

介護人材（対象者） 

・介護職 

・看護師 

・調理員 

 

令和元年度補正予算 

100 万円 

 

市町村名 事業名 事業内容の詳細 備考 

○○市 
介護福祉士就

職促進補助金 

 

 事業区分 交付額 事業内容 

確

保 

介護福祉士就職促進補

助金 

※ 人材確保、移住、定

住策 

10 万円 

 

介護福祉士で、初めて、市内の介護サービス事業所に勤務する

人。引越費用、住宅の賃貸の係る礼金、移動に係る交通費 

※上限 10 万円で、対象経費の 1/2 相当額 

・市内事業所に初めて就職される人 

・介護福祉士で、就業開始時に 29 歳以下 

・市内へ（で）転入、転居で、3 か月以上の居住 

・市内事業所に 3 か月以上の勤務 

就業までの1か月間

の間に、転入、転居

した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市町村名 事業名 事業内容の詳細 備考 

○○市 

介護職人材確

保支援事業 

（キャリア形

成推進事業） 

 

 
 

 事業名称 交付額 事業内容 

確

保 

(1)新規雇用 

 
5 万円 

市内の介護サービス事業所に介護職の正規職員として雇用さ

れて人（25 歳以下） 

(2)初任者資格 
5 万円 

(1)の補助金の交付を受ける人で、介護職員初任者研修資格取

得者の人 (2)は、(1)に追加交付される。 

育

成 

(3)在職資格 

10 万円 

介護サービス事業所に 3 年以上在職する者で、申請年度におい

て社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員の資格を取得

した人 

定

着 

(4)継続雇用 

10 万円 

(1)の補助金の交付を受けた人で、同一の介護サービス事業所

で介護職として引き続き 3 年間勤務し、介護福祉士の受験資格

を取得した人 

 

 

市町村名 事業名 事業内容の詳細 備考 

○○市 

養父市ｕ・Ⅰ

ターン介護人

材確保事業 

 

 事業区分 交付額 事業内容 

確

保 

 

(1) 

引越費用 

7.5 万円 

（上限） 

新規学卒者又は、ｕ・Ｉターン者で、介護サービス事業所に就

職した人。（補助対象者） 

・補助対象者が、市外から養父市に転入する際に支払った引越

費用の一部（上限 7.5 万円）を支給 

(2) 

就職祝金 

10 万円 介護福祉士、看護師等の資格を有する者及び新卒者が養父市内

の介護サービス事業所等に就職した場合に支給 

育

成 

(3) 

資格取得費 

10 万円 介護サービス事業所に新たに雇用された日から 1年以内におい

て、必要な資格取得に要した費用（上限 10 万円）を支給 

定

着 

(4) 

資格取得祝金 

10 万円 就職した後に、研修等の受講により、従事者として、必要な資

格取得をした人に支給 

補助対象者は、雇用

日前6か月から雇用

日後6か月までの間

に市外からの転入

者 

 

年齢制限なし 

 



市町村名 事業名 事業内容の詳細 備考 

○○市 

潜在介護人材

再就職支援事

業 

 
 

 事業区分 交付額 事業内容 

確

保 

 

潜在介護人材再就職支

援事業補助金 

 

10 万円 

（1 回限

り） 

①介護職として一定の知識及び経験を有する人が、市内の介護

サービス事業所に再就職した人に支給 

②市内の介護サービス事業所で 1 年以上勤務（週 20 時間以上）

している人。 

正規、非正規の有無

を問わず 

 

 

 

Ⅲ．ハローワークの求人情報 

  ・令和元年 9月から 11月までの 3か月間の介護職員の求人情報は、13事業所から 24名の求人募集がある。 

・平成 31年 1月から令和元年 12月までの事業所からの介護職員の求人者数は、37名で、このうち就職された人は、9名である。 

 

Ⅳ．介護人材確保に向けた事業についての考察 

 【介護職員等雇用状況実態調査から】 

(1) 介護職員で何らかの資格を取得していない人が、4人に１人（26.9％）いるということから、取得に対しての支援をすることで、定着、

育成支援につながるのではないか。 

(2) 離職者のうち、経験年数１年から 3 年未満の者が 39.3％占めていることから、経験年数 3 年で、支援策を講じると離職防止、定着に

効果がでるのではないか。 

(3)  5事業所が大いに介護人材が不足し、利用定員数に対応できない事業所が 1事業所、提供依頼に対応できない事業所が 5事業所あるこ 

とから、人材確保に向け、インセンティブが働くよう、就職に対しての支援策が最も必要ではないか。また、50 歳以上の雇用者数が、

53.1％を占めていることから今後、長期的、安定した雇用が見込めるよう、正規職員雇用に対して支援すべきではないか。 

(4)  一方で、年齢階級別の採用者のうち 50歳以上の採用者数は、26人（55.3％）を占めている現状を認識し、就職に対しての支援策にお

いては、高年齢層の採用を促す対策が現実的に人材確保につながるのではないか。 

(5)  人材確保対策で行政に望む支援で、介護報酬や賃金に対して支援策と並行して、資格取得に向けた支援や介護の魅力づくりなどの啓発

活動をすべきではないか。 
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【他市の人材確保対策から】 

(1) 他市の事業から、介護人材確保に着眼した事業のみならず、人材の定着、育成の視点も併せて、事業を組み立てている。 

    ※ 宇佐市、平戸市、養父市 

(2) 移住定住施策を併せて実施している市は、引越費用、賃貸住宅の礼金、交通費などの準備経費を補助しているところがあった。 

   ※ 山口市、養父市 

(3) 人材確保に向けての補助額は、10万円が上限であった。 

(4) 事業化にあたり、介護人材確保と併せて、人材の定着、育成についても実施するほうが、慢性的な人材不足解消に向け効果があるの 

ではないか。 

(5) 他市では、正規職員として就職した場合に、補助するというところが主流であるが、当市の深刻な介護人材不足解消に向けて、第 1義 

的に人材確保という視点から正規職員に限らず、補助することとしたほうが、効果があるのではないか。 

 (6) 市内で介護職員の人が、再就職するようなインセンティブが働く補助制度も必要ではないか。 

 

  

 

 

 

 

  

 



第8期介護保険サービス等参入意向調査結果
内容：第8期（令和3～5年度）における介護保険サービス等の新設、転換、定員増等の意向調査
対象：市内の介護保険事業者（18法人等）
実施：令和元年8月

No 圏域 事業者 サービス種類 定員（利用）

1

国東

医療法人
メディケアア
ライアンス

短期入所生活介護 18～20名

2 小規模多機能型居宅介護 29名

3 サービス付き高齢者向け住宅 20名

4 医療法人
輝生会

介護老人福祉施設（特養） 80名

5 介護老人保健施設（老健） 80名

＜新規開設＞

医療法人メディケアアライアンスが、地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護事業）を令和４年
４月開設に向けた協議があった。市は、第７期事業計画で地域密着型サービスについては、基注サービスと
して位置づけ、法人から事前協議があった場合は、随時審議したうえ、整備していくという方針を示しているこ
とから、令和２年度早期に公募等を実施したい。
また、同法人は当該事業所に併設して、短期入所生活介護事業、サービス付高齢者向け住宅の整備も開
設したい意向もあることから、当該整備についても公募等の結果に踏まえ、次期第８期介護保険事業計画
の整備計画に盛り込むことについて、議論していただきたい。
医療法人輝生会についての参入意向についても議論をお願いしたい。



特別養護老人ホームの待機者状況
平成31年4月1日時点における特別養護老人ホームへ入所を希望する待機者の状況は以下のとおりです。

※1は「養護老人ホーム」、「グループホーム」、「有料老人ホーム」、「サービス付高齢者住宅」等
※2は「自立」、「認定切れ」、「事業対象者」、「要支援１」、「要支援２」

特別養護老人ホームの入所待機者は111人です。(平成30年度は118人)
また、待機者全体のうち、要介護3以上の高齢者については64人(57.7％)です。(平成30年度は45人(55.9％))
その中で、入所の必要性が高い要介護3～5で、病院や自宅で生活している高齢者は22人と、待機者全体の19.8％を占めています。(平成30
年度は31人(26.3％))

34.2％ 57.7%

※①在宅で要介護度3、4、5 17人 15.3%

②一般病院入院中で要介護度3、4、5 5人 4.5%

合計（①+②） 22人 19.8%

③要介護度3、4、5の入所希望者 64人 57.7%

区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
要支援等
※２

合計

自宅で一人暮らし 3 1 1 0 0 6 11

自宅で家族と一緒 6 8 11 5 0 2 32

介護老人保健施設 0 3 4 6 2 0 15

介護医療院等 1 0 0 0 2 0 3

一般病院等 2 0 1 3 1 1 8

その他施設等 ※1 3 11 18 5 5 0 42

合計 15 23 35 19 10 9 111

割合 13.5% 20.7% 31.5% 17.1% 9.0% 8.1% 100%

①

②

③


