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１ 地域密着型サービスの整備について

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについて

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。

本庄市では、「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、平成２７年１２月１日より、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護サービスの提供を開始しました。

◎事業所概要

◎利用者状況推移

事業者 社会福祉法人 明正会

事業者所在地 児玉郡上里町金久保７７７

事業所名称 蛍ケアセンター

事業所所在地 本庄市駅南１丁目１３番８号 大生ビル

第６期介護保険事業計画の進行状況について
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（２）地域密着型通所介護（１８人以下の通所介護サービス）の移行について

平成２８年４月１日より、定員１８人以下の小規模型通所介護サービス（以

下「小規模デイ」）は、地域密着型サービスへ移行となりました。今後は本庄市

の住民のみが利用可能となります。（住所地特例対象施設利用者についても利用

可能。）

◎小規模型通所介護【要介護１～５】

H28.4.1 以降地域密着型サービスへ移行（本庄市指定）

H28.3.31 時点で市外のサービスを利用している人は、そのまま利用可能。

〈例〉H28.3.31 時点で上里町の小規模デイを利用している本庄市民

→利用可能（みなし指定） ※みなし指定は「人」に対してつくもの。

H28.4.1 以降は原則本庄市内のサービスのみ利用可能。

〈例〉H28.4.1 より美里町の小規模デイを利用希望する本庄市民

→原則利用不可

※特別な事情があり利用を希望する場合は、美里町との協議が必要。

小
規
模
型
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２ 地域支援事業について

（１）介護予防・日常生活支援総合事業について

第６期介護保険事業計画では、平成２８年４月に介護予防・日常生活支援総

合事業（以下、「総合事業」といいます。）の開始を目指すとしていましたが、

１ヶ月早く平成２８年３月１日に総合事業を開始しました。

① 介護予防・生活支援サービスについて

介護給付で要支援１又は２に認定された方が利用する介護予防訪問介護

と介護予防通所介護に相当する下記のサービスを実施しています。

Ⅰ 介護予防訪問介護相当の訪問介護サービス

Ⅱ 介護予防通所介護相当の通所介護サービス

総合事業の事業所数・利用者数

※利用者数が少ないのは、要支援認定者の全員が一斉に総合事業に移行するので

はなく、新規認定又は認定を更新する時点で総合事業に切り替わるからです。

② 一般介護予防事業について

次のサービスが「一次予防事業」から「一般介護予防事業」に移行しま

した。

区 分 事業所数 利用者数

訪問介護サービス ２１ ３１

通所介護サービス ４２ ６０

区 分 教室数 利用者数（延べ）

筋力アップ教室 ６６ ４６，３２７

筋トレサポーター養成講座 ２ ４４９

筋トレリーダーフォローアップ研修 ２ １８１

いきいき教室 ３ ８５８

介護予防出前講座 ２５ ６５３

脳の健康教室 ４ ７３０
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（２）地域包括支援センターについて

① 平成２７年度の整備状況

Ⅰ 本庄南包括支援センターの新設

平成２７年１０月１日に日常生活圏域を２圏域から３圏域に再編、本庄南地

域に地域包括支援センターを新設し、３センター体制に整備しました。

【日常生活圏域】

【本庄南地域包括支援センターの概要】

・委託先 社会福祉法人 柏樹会

・所在地 本庄市今井１２５１－１

② 平成２８年４月以降の整備状況

Ⅰ 本庄西地域包括支援センターの新設

平成２８年４月１日に、本庄地域を東地域と西地域に分割して４圏域に再編、

本庄地域包括支援センターを本庄東地域包括支援センターに改編するととも

に、本庄西地域包括支援センターを新設して、４センター体制としました。

【日常生活圏域】

圏域の名称 該当地域

本庄地域 旧本庄市の地域から本庄南地域を除いた地域

（新）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・北堀・栗崎・西五十子・東五十子・東富

田・西富田・四方田・今井・共栄・いまい台

児玉地域 旧児玉町の地域

圏域の名称 該当地域

（新）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)・都島・山王堂・沼和田・杉山・新井

（新）本庄東地域

本庄・東台・日の出・寿・朝日町・(台町)・(諏訪町)・(本町)・
鵜森・傍示堂・牧西・小和瀬・宮戸・堀田・滝瀬・仁手・下

仁手・久々宇・田中・上仁手

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・北堀・栗崎・西五十子・東五十子・東富

田・西富田・四方田・今井・共栄・いまい台

児玉地域 旧児玉町の地域
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【本庄西地域包括支援センターの概要】

平成２８年４月１日に本庄西地域に地域包括支援センターを新設しました。

・委託先 社会福祉法人 本庄市社会福祉協議会

・所在地 本庄市銀座１－１－１（はにぽんプラザ）

Ⅱ 地域包括支援センターの人員体制の充実

在宅医療・介護連携推進、認知症支援などの新たな業務に対応するために、

地域包括支援センターの職員を増員します。

【平成２８年４月１日】

下記の３センターの人員を、在宅医療・介護連携の担当１名を増員して

人員体制を３名から４名に強化しました。

・本庄東地域包括支援センター

・本庄南地域包括支援センター

・児玉地域包括支援センター

※新設した本庄西地域包括支援センターは、現在３名体制です。

【平成２８年１０月１日予定】

４センター全てに認知症支援の担当者１名を増員し、各センターの人員

体制を５名に強化する予定です。（本庄市西地域包括支援センターは、在宅

医療・介護連携担当を含め１０月に２名増員予定）

（３）在宅医療・介護連携推進事業について

第６期介護保険事業の制度改正で、在宅医療・介護連携推進事業が介護保険

地域支援事業として実施されることになりました。

本庄市では、健康推進課が主管課となり「在宅医療推進モデル事業」を平成

２５～２７年度にわたり実施してまいりましたが、平成２８年度からは介護保

険課が在宅医療・介護連携推進事業の主管課となり事業を推進します。

【平成２８年度事業】

① 在宅医療等推進協議会の開催 ２回開催 （５月と２月又は３月を予定）
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② 医療・介護連携関係者の情報共有の支援

・在宅医療ガイドブックの活用を図ることにより、医療・関係者の連携

の強化を図ります。

③ 在宅医療・介護連携に関する相談支援

本庄市児玉郡医師会が設置した在宅医療・介護連携拠点と地域包括支援

センターとの連絡調整会議を定期的に開催し、ケースカンファレンスに

よる情報共有や課題の検討等を行います。

④ 医療・介護関係者の研修

医療・介護関係者を対象に、多職種連携の推進や在宅医療への理解を深

めるための研修会を引き続き開催します。

⑤ 地域住民への普及啓発

・在宅医療を市民に普及啓発するための講演会の開催を開催します。

・在宅医療が必要な人に、在宅医療ハンドブックの普及と活用を促進す

るために、市広報誌やホームページで周知します。

（４）認知症総合支援事業について

認知症の人の地域生活を支援するために、次の事業を推進しています。

① 認知症地域支援推進員について

地域の医療や介護の関係機関などの連携、認知症の人やその家族を支

援する体制づくりの推進を行う者です。平成２８年１０月の地域包括

支援センターの増員で各センターに１名委託、計４名が活動する予定。

② 認知症初期集中支援チームについて

認知症専門医、看護師、作業療法士、介護支援専門員など医療・介護の

専門職が集まって、認知症が疑われる人や認知症の人、その家族に対し、

初期の支援を包括的・集中的に行う「認知症初期集中支援チーム」を、

平成２８年７月に専門医療機関に委託して１チーム設置予定です。

③ 認知症カフェの設置

認知症の人やその家族、地域の人、認知症支援者などが集まり、懇親を

深めるとともに、情報交換や認知症への理解普及を行う認知症カフェを、
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地域包括支援センターに委託して１箇所づつ、計４箇所設置します。

④ インターネット利用による認知症簡易チェックシステムの導入

平成２８年６月から、気軽に認知症の自己チェックと家族・介護者チェ

ックを行うことができる「認知症簡易チェックシステム」を本庄市ホー

ムページに開設しました。

⑤ 認知症サポーターの養成

認知症について正しい知識を持ち、認知症の人やその家族を応援するボ

ランティアである、認知症サポーターの養成を継続して行います。

・平成２７年度：７６３名養成

・平成２８年度：５００名養成予定

また、認知症サポーターステップアップ講座を平成２８年度中に開催

予定

⑥ 認知症個別相談会の実施

平成２７年度：３箇所設置（本庄・本庄南・児玉包括支援センター）

平成２８年度：４箇所設置（全地域包括支援センター）

（５）生活支援体制整備事業について

高齢者が住み慣れた地域で可能な限り暮らすことができるように、介護予

防・生活支援サービスの整備を推進するために、利用者のニーズ把握やサー

ビス提供者の創出、地域の関係者の連絡調整などを専門に行う「生活支援コ

ーディネーター」を平成２８年４月に本庄市社会福祉協議会に委託しました。

現在、市全域を活動範囲とするコーディネーター１名が活動しています。
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地域密着型サービス事業所整備計画について

１ 地域密着型通所介護

※新たに指定を希望する事業者については公募等を行い、指定手続きを行う予定です。

２ 小規模多機能型居宅介護

３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

【参考】 地域密着型サービスの整備計画

※「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P６４」より

整備地域 施設数(H28.4.1 現在) ※事業者募集 ※事業開始

本庄市内全域 １８ 平成２８年度中 平成２８年度中

整備地域 整備予定施設数 事業者募集 事業開始

本庄西地域

本庄東地域
各１ヶ所 平成２８年度中 平成２９年度中

整備地域 整備予定施設数 事業者募集 事業開始

児玉地域 １ヶ所 平成２８年度中 平成２９年度中

サービス区分
平成

26年度末

整備計画 平成
29 年度末27年度 28年度 29年度

①定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

事業所数 0 1 1 2

②夜間対応型訪問介護 事業所数 0 0

③認知症対応型通所介護 事業所数 3 3

④地域密着型通所介護 事業所数 20 20

⑤小規模多機能型居宅介護 事業所数 2 2 4

⑥看護小規模多機能型居宅介護
（旧複合型サービス）

事業所数 0 0

⑦認知症対応型共同生活介護
事業所数 10 10

ユニット数 17 17

⑧地域密着型特定施設
入居者生活介護 事業所数 1 1

⑨地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

事業所数 １ （1） 2
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第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定について

平成３０年度～平成３２年度の３年間における高齢者の保健・福祉・介護の各施策の統合的な推

進と介護保険事業の円滑な実施を図るため、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に基づく「市

町村老人福祉計画」と介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく「市町村介護保険事業計画」

とを一体化し、かつ高齢者の健康の保持を図るための方策を盛り込み、「本庄市第８次高齢者保健福

祉計画・第７期介護保険事業計画」を策定します。

○事業計画策定に着手

・地域福祉課と介護保険課の両課により、Ｈ２８～２９年度の２ヵ年で策定します。

○委託事業者選定スケジュール

・指名型プロポーザルにより委託事業者を選定します。（選定委員会を設置）

※９月に選定された事業者と委託業務契約を締結し、２８年度は、日常生活圏域ニーズ調査

等の実施を予定しています。

○（仮称）高齢者保健福祉計画策定委員会を設置を検討中

・事務担当課 福祉部地域福祉課

・設置される場合、介護保険運営協議会へ委員推薦依頼の可能性があります。

○介護保険運営協議会の開催予定（２８年度：３回予定、２９年度：６回予定）

※平成２８年度は、会議のほか８月～９月に施設見学研修を計画しています。

内 容 通知日・提出期限等

１ 事業者への参加依頼 平成２８年 ６月２０日（月）

２ プロポーザル参加申込書提出期限 平成２８年 ６月２７日（月）

３ 提案書等に関する質疑書提出期限 平成２８年 ７月 １日（金）

４ 提案書等に関する質疑について回答 平成２８年 ７月 ８日（金）

５ 提案書等の提出期限 平成２８年 ７月２０日（水）

６ 書類審査通知 平成２８年 ８月１５日（月）

７ プレゼンテーション審査 平成２８年 ８月２６日（金）

８ 審査結果通知
平成２８年 ９月 ５日（月）

～６日（火）

平成２８年度 平成２９年度

３ 回 予 定

（本日、11月、2月）

６ 回 予 定

（5月、7月、8月、10月、1月、2月）
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事業所名 所在地
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 9 9 0

 トマト村  北堀1939 18 17 17 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 9 8 1

 グループホーム　ゆうあい本庄  見福3-8-9 18 18 17 1

 グループホーム　元気村  田中105-1 9 9 8 1

 グループホーム　五感の里本庄早稲田  北堀1931-1 18 17 16 1

 グループホーム　まごころ  西富田653-1 18 17 16 1

 グループホーム　四季の丘  児玉町飯倉170-3 18 18 0 18

 グループホーム　紙ふうせん  今井1325-1 18 16 12 4

153 148 118 30

事業所名 所在地

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

定員２９人以下の小規模な有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

事業所名 所在地

ケアハウス　グリーンピース 栗崎105-1

事業所名 所在地

 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

地域密着型サービス利用状況一覧（H28.6.1現在）

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられま
す。

合計

グループホーム入居状況について
（本庄市民が本庄市外の施設を利用）

事業所数 入居者数(人)

8 13

○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２９人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。

定員(人) 入所者数（人）

29 28

29 29

○地域密着型特定施設入居者生活介護 （ケアハウス）

定員(人) 入居者数(人)

29 27

○小規模多機能型居宅介護

施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスを受けられます。

利用者数

12

15
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事業所名 所在地

 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

事業所名 所在地

 蛍ケアセンター 駅南１-13-8

○地域密着型通所介護（H28.4.1～）

 定員１８人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

 事業所名 所在地

むさしのデイサービスセンター 児玉町飯倉166

デイサービスセンター　ファミリーエイド 朝日町3-9-10

若泉公園デイサービスセンター 若泉2-2-43

アップルデイサービスセンター 小島6-8-3

通所介護事業所　スペースゆう 本庄3-9-22

 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　本庄けや木  けや木3-24-27

 デイサービス　いこい  東台3-5-40

 くるみデイサービス  小島3-16-26

 デイサービス　メープル  日の出2-5-8

 優和の里  児玉町宮内1383

 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　本庄児玉  児玉町児玉2497-1

 アップルこだまデイサービスセンター  児玉町児玉南2-11-6

 デイサービスしんせい  児玉町児玉1070

 リハプライド本庄  けや木3-25-6

 デイサービス桜花乃里みちるの家  見福2-1-18

 アジアンリゾートスパ　デイサービスアイル  本庄2-5-6

 デイサービス　縁  児玉町金屋147-1

 デイサービスセンター　さち  堀田1011

○認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）

認知症と診断された高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

定員

12

3

3

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護（H27.12.1事業開始）

介護職員と看護職員が一体または密接に連携し、定期的に訪問します。また、利用者の通報や電話などに
対して随時対応します。

利用者数

12

利用定員

17

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

18

10

10

10

10

地域密着型通所介護利用状況について
（本庄市民が本庄市外の施設を利用※みなし指定を除く）

事業所数 利用者数（人）

2 2



地域密着型サービス事業所指定・更新状況

○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 本庄市 蛍ケアセンター 本庄市駅南１－１３－８ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2 上里町 デイサービスセンター　てるてる
上里町勅使河原１２９８番地
１

地域密着型通所介護

3 上里町 デイハウス　ありがとう 上里町七本木１２２６番地１ 地域密着型通所介護

○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 H28.1.31 H28.2.1 本庄市 ゆうあい本庄 見福３－８－９
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 H28.5.31 H28.6.1 本庄市 元気村 田中１０５番地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

○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 H28.2.25 H28.2.25 上里町 紙ふうせん 本庄市今井１３２５－１
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 H28.4.7 H28.4.7 神川町 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

指定年月日 備考

H27.12.1

H28.4.1 ※要支援→要介護

H28.4.1 ※法人変更

備考

備考

短期利用
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