
本庄市役所介護いきがい課

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスとは

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスでは、１日複数回の訪問介護

又は訪問看護が定期的に利用でき、要請に応じて随時の訪問サービスを受け

ることができます。通信端末等により事業所のオペレーターと２４時間いつ

でも通話できるため、単身の高齢者や高齢者のみの世帯の方の安心感が増す

とともに、できる限り自宅での生活が続けられる仕組みとなっており、地域

包括ケアシステムの要として期待されているサービスです。

２ 本庄市地域密着型サービス公募について

本庄市では、平成２７年度から平成２９年度までを計画期間とする「本庄市

第７次高齢者保健福祉計画及び第６期介護保険事業計画」に基づき、地域密着

型サービス事業所の基盤整備を予定しています。平成２７年度中には、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護サービスの整備を本庄地域で行います。

基盤整備にあたり、質の高いサービス提供体制の確立を目指し、より良い

地域密着型サービスを提供できる事業者を適正かつ公平に選定するため、期

間を設けて事業者を公募により募集しました。

３ 整備スケジュール

平成２７年 ７月１５日 広報・ホームページにて募集の実施をお知らせ

８月１７日～２８日 受付

９月 ４日 指定予定事業者の選定

ホームページにて指定予定事業者をお知らせ

１０月 １日 指定予定事業者との事前協議

１０月２０日 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

説明会（児玉郡市介護支援専門員向け）

１０月３０日 介護保険運営協議会にて報告

１１月 初旬 指定申請手続き

１２月 １日 事業所の開所（予定）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの整備について
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４ 指定予定事業者について

上記のスケジュールで事業者の募集を行ったところ、「社会福祉法人 明正

会」のみ申し出がありました。提出書類に基づき市職員による選定委員会で

評価を行ったところ、基準を満たしていたため、「社会福祉法人 明正会」を

指定予定事業者として選定しました。

《指定予定事業者》

事業者 社会福祉法人 明正会

代表者 理事長 設楽 敬三

事業者所在地 児玉郡上里町金久保７７７

事業所 （仮）蛍ケアセンター

事業所所在地 （仮）本庄市駅南１丁目１３番８号 大生ビル

法人実績

H27.10.1現在

特別養護老人ホーム 青空（上里町）

グランドケア 琥珀（深谷市）

地域密着型 特別養護老人ホーム 四季咲きの杜（本庄市）

その他訪問介護等、複数事業所展開
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地域密着型サービス事業所指定・更新状況

○指定更新

番号 更新期限 指定年月日 所在市町村 事業所名 施設所在地 サービス区分

1 H27.6.30 H27.7.1 本庄市 グループホーム　ノエル本庄 本庄市小島１－１－３４
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

2 H27.8.12 H27.8.13 深谷市 グループホーム　野の花 深谷市東方１２７５－１
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

3 H27.8.31 H27.9.1 本庄市 グループホーム　四季の丘 本庄市児玉町飯倉１７０－１
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

○新規指定

番号 所在市町村 事業所名 施設所在地 サービス区分

1 美里町 グループホーム　なごみの家 美里町大字猪俣３１９８－２
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

○管外被保険者受け入れ

番号 協議年月日 同意年月日 保険者名 施設名 施設所在地 サービス区分

1 H27.6.8 H27.6.8 神川町 デイサービスセンター　ジャム 本庄市西五十子４４６－１５
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

2 H27.8.7 H27.8.7 上里町 グループホーム　紙ふうせん 本庄市今井１３２５－１
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

3 H27.9.4 H27.9.4 大里広域 グループホーム　まごころ 本庄市西富田６５３－１
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

備考

本庄市被保険者受入

指定年月日 備考

H27.8.1 本庄市被保険者受入

備考

短期利用

再入居

資料２-１



事業所名 住所

しゃくなげ荘 前原2-2-33

多機能ホームノエルこだま 児玉町上真下350-1
※H27.10現在

事業所名 住所

デイサービスセンター　ジャム 西五十子446-15

デイサービスセンター　やまぶき 朝日町1-14-3

グループホーム　五感の里本庄早稲田 北堀1931-1

※H27.10現在

事業所名 住所
定員
(人)

入居者数
(人)

本庄市民
(人)

本庄市外
(人)

グループホーム　やまぶき  朝日町1-14-3 9 6 6 0

トマト村 北堀1939 18 18 18 0

しゃくなげ荘 前原2-2-3 18 18 15 3

グループホーム　ノエル本庄 小島1-1-34 9 8 6 2

グループホーム　ゆうあい本庄 見福3-8-9 18 15 14 1

グループホーム　元気村 田中105-1 9 8 7 1

グループホーム　五感の里本庄早稲田 北堀1931-1 18 17 15 2

グループホーム　まごころ 西富田653-1 18 18 15 3

グループホーム　四季の丘 児玉町飯倉170-3 18 18 18 0

グループホーム　紙ふうせん 今井1325-1 18 17 14 3

153 143 128 15

事業所名 住所

特別養護老人ホーム　千鳥の丘 児玉町宮内1250-1

特別養護老人ホーム　四季咲きの杜 北堀779-3

事業所名 住所

ケアハウス　グリーンピース 栗崎105-1

地域密着型サービスの利用状況

　「地域密着型サービス」は、高齢者が住み慣れた地域を離れずに暮らし続けられるよう創設されました。本庄市内の地
域密着型サービス事業所は原則本庄市民だけが利用できます。（本庄市民は原則として他市町村の地域密着型サービ
ス事業所を利用できません。）

○小規模多機能型居宅介護

　小規模な住居型の施設で「通い」を中心に「訪問」「短期滞在」を組み合わせて、食事・入浴などの介護を受けます。

利用者数(人)
H27年7月実績

12

10

○認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）

　認知症の高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けます。

利用者数(人)
H27年7月実績

17

0

0

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

　介護を必要とする認知症の高齢者がグループホームで共同生活を行い、家族的な環境で日常生活上の介護や機能訓
練を受けます。

グループホーム入居者状況について（本庄市内）
H27年10月1日現在

入居者の内訳
H27年10月1日現在

合計

グループホーム入居状況について（本庄市外）
H27年10月1日現在

事業所数 入居者数(人)

10 15

○地域密着型介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム） 

　定員３０人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護を受けます。

定員(人)
入所者数（人）

H27年10月1日現在

29 29

29 29

○地域密着型特定施設入居者生活介護 

　定員３０人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けます。

定員(人)
入居者数(人)

H27年10月1日現在

29 28
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地域支援事業の推進について

１．在宅医療の推進について

第６期介護保険事業の制度改正で、新たに「在宅医療」が介護保険の地域支

援事業に位置づけられ、市町村には医療・介護・福祉のサービスを包括的に提

供して、医療が必要な高齢者が可能な限り住み慣れた居宅で生活できるように

する仕組みの構築が義務付けられました。本市では、平成２５年度から在宅医

療推進モデル事業を埼玉県から受託し、本庄市児玉郡医師会とともに在宅医療

の推進に努めています。本年度の後半は次の事業を行います。

（１）在宅医療連携拠点の開設について

埼玉県では、地域における在宅医療の仕組みづくりを支援するために、平

成２７年度～２９年度の３年間に、県内の医師会の地域ごとに「在宅医療連

携拠点」を整備することになりました。

本庄市と児玉郡では、本庄市児玉郡医師会が埼玉県の委託を受けて、「在宅

医療連携拠点」を本年度に開設します。

■在宅医療連携拠点の役割

① 在宅医療に関する相談支援

② 病院から退院して在宅生活に戻る人への支援

③ 往診医の登録、患者情報の共有など訪問診療体制の支援

④ 在宅療養者の急変時に対応する入院先の確保

⑤ 病院や地域包括支援センターなど関係機関との連携

（２）在宅医療相談員研修の実施

在宅医療の相談に対応できる人材の育成と、在宅医療・介護連携拠点と地

域の関係機関の連携を深めることを目的に、在宅医療相談員研修を下記のと

おり実施します。

■在宅医療相談員研修の内容

① 対象者 本庄市児玉郡の地域包括支援センターの職員と介護支援

専門員等３０人を予定

② 研修日程 平成 27年 11月 12日（木）・20日（金）・27日（金）の
３日間

③ 研修内容 別紙プログラムのとおり
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（３）在宅医療推進市民公開講座の開催

在宅医療について市民の理解を促進するために、公開講座を開催します。

① 開催日時 平成２７年１１月８日（日）午後１時３０分～３時００分

② 会 場 はにぽんプラザ

③ 内 容 「もしあなたやあなたの家族が認知症になったら」

講師 美原記念病院院長 美原 盤 氏

２．介護予防・日常生活支援総合事業の開始日の変更について

第６期介護保険事業の制度改正により、市町村は、従来の介護予防事業に代

り、新たに「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下。「総合事業」といいま

す。）を平成２９年度までに実施することになりました。

本市では、「総合事業」の開始日を平成２８年４月１日に予定し、平成２７年

度本庄市議会第１回定例会（３月開催）で介護保険条例を改正しましたが、「総

合事業」の開始日を平成２８年３月１日に１ヶ月早めることを検討しています。

■ 事業開始日を変更する理由

① 事業開始の環境を整えられる見込がついたため。

制度改正で介護保険給付から総合事業に移行する介護予防訪問介護

と介護予防通所介護の２つの大きなサービスに関して、サービス事業

所との調整や事業単価の設定などが進み、事業開始を予定よりも早め

ることが可能となった。

② 総合事業の財源を確保するため

総合事業は、法令に規定された上限額の範囲以内で行うこととされ

ています。その上限額は、総合事業を開始する年度の前年度の予防給

付実績額に７５歳以上高齢者の伸び率を乗じて算出します。

本市では、平成２８年４月１日に総合事業開始予定ですが、上限額

の計算基準となる平成２７年度に介護報酬単価が大きく切り下げられ

たことにより、平成２９年度には約１億３千２百万円の上限額に対し

て約１億５千１百万円の事業費が見込まれ、事業費が上限額を約１千

９百万円上回り、国・県の交付金などの財源が不足する可能性が生じ

ました。

平成２８年３月１日に開始日を変更すると、平成２７年度に総合事

業開始で平成２６年度の介護報酬単価が計算基準となります。このこ

とにより、総合事業の財源を確保できます。（別紙資料を参照）

■ 開始日を平成２８年３月１日に早める場合は、平成２７年本庄市議会第４

回定例会（１２月開催）に介護保険条例の改正案を再提出する予定です。



１．介護予防・日常生活支援総合事業の財源

２．交付金対象の事業費上限額と事業費見込額

● 総合事業を平成 28年 4月 1日に開始する場合、平成 29年度に事業費見込額が上限額を約 1,900万円上回る。

３．県北５市の状況

国 県 市 第１号保険料 社会保険支払基金

事業費負担割合 25/100 12.5/100 12.5/100 22/100 28/100

区 分

交付金対象の事業費上限額
総合事業

事業費見込額

（Ｃ）

上限額と事業費見込額との差額

平成２７年度に

総合事業開始

（Ａ）

平成２８年度に

総合事業開始

（Ｂ）

Ａ－Ｃ Ｂ－Ｃ

平成２８年度 158,611,537 円 128,491,419 円 93,905,000 円 64,706,537 円 34,586,419 円

平成２９年度 162,418,214 円 131,575,213 円 150,510,000 円 11,908,214 円 △18,934,787 円

自治体名 現在の総合事業開始予定日 今後の変更予定

熊谷市 平成２８年４月１日 平成２８年３月１日に変更予定

深谷市 同 上 平成２８年３月１日に変更予定

秩父市 同 上 現在のところ変更予定無し

行田市 同 上 現在のところ変更予定無し
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平成２７年度本庄市在宅医療相談員研修の実施について

１．目的

在宅医療を希望する住民からの相談を受けるとともに、在宅医療に必要な医療・介護

スタッフとの連携調整を行う窓口に従事する相談員に対し、主に医療的ケアを中心とし

た知識の習得やスキルの向上、人材育成を図るなど、在宅医療体制の基盤整備に資する

ことを目的とする。

２．実施主体

本庄市

３．受講対象者

本庄市・児玉郡内の地域包括支援センター職員及び介護支援専門員等（原則として全

日程受講可能な方）

４．募集人数

３０名

５．研修日程及び内容等

別紙「平成２７年度 研修プログラム」のとおり

６．研修会場

はにぽんプラザ（本庄市銀座１－１－１）

７．受講申込手続き

（１）提出書類

平成２７年度本庄市在宅医療相談員研修受講申込書（別紙申込書をご利用ください）

（２）申込期限

平成２７年１０月１５日（木）必着

（３）受講申込書提出先及び提出方法

本庄市保健部健康推進課在宅医療推進担当宛

持参、郵送、ファックスのいずれかの方法により、ご提出ください。

（４）受講決定

受講決定者には、１０月２３日（金）頃、事業所に個人宛の受講通知を郵送します。



８．受講料

無料（ただし、研修会場までの交通費については、受講者負担となります。）

９．個人情報の取扱い

申込書及びこれに添付された書類に記載された個人情報については、適正に管理を行

い、本研修の運営及び上述した目的以外に利用することはありません。

１０．受講申込書提出先及び研修に関する問合せ

本庄市保健部健康推進課在宅医療担当（岡野・内野）

〒３６７－００６２

本庄市小島南２－４－１２

電話 ２４－２００３ FAX ２４－２００５



平成２７年度本庄市在宅医療相談員研修受講申込書

本庄市保健部健康推進課

在宅医療担当 宛（Fax２４－２００５）

締切りは平成２７年１０月１５日（木）です

事業所名

事業所住所

電 話 FAX

≪受講希望者氏名及び職種≫

（１） 氏名 （職 種）

（２） 氏名 （職 種）



平成２７年度本庄市在宅医療相談員研修プログラム

＜日程＞

回
日

程
科 目 主な内容 時 間 講 師

第

1
回

11

月

12

日

(木)

相談員研修について あいさつ オリエンテーション 13:30( 5分) 事務局

在宅医療について ・在宅医療の概要と推進について 13:35(15分)
~13:50

医師会長

髙橋茂雄氏

多職種連携について

～医師の立場から～

医療器機等について

・在宅ケアにおける医師の役割

・相談員に期待すること

(いつ、誰に、何を、どのように伝えるか)

・介護に必要な医療行為（法的解釈等）

・医療器機の適用と管理のポイント

13:50(40分)
~14:30

医師

富沢峰雄氏

在宅医療連携の手法

・在宅医療拠点の役割

・状況把握のスキル

・訪問看護ステーションにおける連携

の役割

14:40(40分)
~15:20

拠点担当

大沢由美子

氏

退院調整について

・在宅ケアへの移行に向けた準備

(患者・家族の意向、不安の緩和等)
・療養環境の調整のスキル

15:25(40分)
~16:05

病院医療連

携室赤沼文

子氏

第

2
回

11

月

20

日

(金)

脳卒中・難病等の病態

理解

・脳卒中、難病等の病態・治療・経過 13:30(45分)
~14:15

医師

木村臣良氏

・状況把握のスキル

・褥瘡、栄養、身体機能等観察ポイ

ント

14:20(45分)
~15:05

医師

高橋公男氏

リハビリテーション ・在宅リハビリの基本知識と実践
15:15(45分)

~16:00
理学療法士

恒屋昌一氏

第

3
回

11
月

27

日

(金)

がんの病態理解

・がんの病態・治療・経過・観察ポイ

ント

・終末期の病態理解と各職種の役割

13:30(60分)
~14:30

医師

薗部光一氏

在宅における歯科口腔

機能維持とケア

・口腔機能維持の重要性

・嚥下機能評価

・口腔ケアのポイント

14:35(45分)
~15:20

歯科医師

飯塚能成氏

薬剤師の機能、薬の管

理

・在宅における薬剤師の役割

・他職種との連携

15:30(30分)
~16:00

薬剤師

野村美宏氏



地域包括支援センターの整備について

１．地域包括支援センターの増設について

第６期介護保険事業計画に基づき、地域包括支援センターの活動区域である日

常生活圏域を下記のとおり２圏域から４圏域に分割し、平成２８年度４月までに

地域包括支援センターを２箇所増設して４箇所にする予定です。

・平成２７年１０月１日 本庄南地域包括支援センターの設置

・平成２８年 ４月１日 本庄西地域包括支援センターの設置

２．本庄南地域包括支援センターの設置について

本庄市南地域包括支援センターを、下記のとおり社会福祉法人に委託する方式

で設置しました。

・名 称 本庄南地域包括支援センターシャローム

・開業日 平成２７年１０月１日

・受託者 社会福祉法人柏樹会

・設置場所 本庄市今井１２５１－１

・委託者の選定方法 プロポーザル方式による公募

日常生活圏域

区 分
担当地域 人 口 ６５歳以上人口

本庄西地域

千代田、若泉、中央、銀座、

小島南、小島、万年寺、下野堂、

照若町、旭地区全域

17,518 人 4,583 人

本庄東地域

本庄、東台、日の出、寿、朝日町、

台町、諏訪町、本町、藤田地区、

仁手地区

18,262 人 4,628 人

本庄南地域

南、前原、柏、栄、駅南、けや木、

見福、緑、五十子、四季の里、

早稲田の杜、北泉地区、今井地区

22,964 人 5,596 人

児玉地域 児玉地域全域 20,720 人 5,161 人

合 計 79,464 人 19,968人

資料４


