
平 成 ３ ０ 年 度 第 １ 回 本 庄 市 介 護 保 険 運 営 協 議 会

日時：平成３０年５月２３日（水）

午後１時３０分から

場所：本庄市役所 ５０４会議室（５階）

次 第

１ 開 会

２ 委嘱状交付

３ 市長あいさつ

４ 委員自己紹介

５ 会長・副会長選出

６ 議 題

報 告 事 項

（１）平成３０年度介護保険制度改正について

（２）第７期介護保険事業計画について

（３）地域密着型サービスについて

（４）介護予防・日常生活支援総合事業について

７ そ の 他

８ 閉 会



（１）条例改正について

介護保険法及び厚生労働省令等の改正に伴い、下記の条例について改正を行いまし

た。

（２）居宅介護支援事業所について

平成３０年４月１日より、居宅介護支援事業所の指定、指導・監督権限が、埼玉県

から本庄市へ移譲されました。当該事業所は、市内に３７箇所あります。

（３）介護報酬に関する主な改正内容について

1 本庄市介護保険条例

2 本庄市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

3
本庄市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

4
本庄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例

5

本庄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例

平成３０年度 介護保険制度改正について

資料１-１









居宅介護支援（ケアマネジャー事業所）

事　　　　業　　　　所　　　　名 所　　　在　　　地 電　話　番　号

1 老人保健施設　彩の苑 本庄市千代田１丁目１番２１号 ２３－３９８８

2 児玉居宅介護支援センター 本庄市児玉町金屋１３０２番地１ ７２－５８２８

3 むさしの居宅介護支援サービス 本庄市児玉町飯倉１６６番地 ７２－６６５５

4 本庄南介護支援センター 本庄市北堀７０５番地１ ２３－００２５

5 トマト村 本庄市早稲田の杜５丁目１４番８号 ２５－３４０５

6 在宅介護支援センター　安誠園 本庄市小和瀬１６６６番地 ２２－７８３３

7 吉沢病院指定介護支援センター 本庄市１２１６番地１号 ２２－７７００

8 シャローム居宅介護支援センター 本庄市今井１２５１番地１ ２３－４４８８

9 オレンジケアプラン 本庄市東台２丁目６番２９号 ２４－６６７７

10 本庄市児玉郡医師会立ケアプラン事業所 本庄市小島６丁目８番８号 ２３－２３５１

11 本庄居宅介護支援センター 本庄市小島５丁目６番１号 ２１－７８７８

12 本庄市社会福祉協議会ケアプランセンター 本庄市久々宇３１８番地１ ２４－８４４８

13 ケアセンター　はじめ 本庄市児玉町児玉南４丁目１１番３２号７２－７２２６

14 あずみ苑本庄 本庄市西富田７３９番地１ ２５－４１６５

15 ケアプランセンター　ジャム 本庄市西五十子４４６番地１５ ２３－０４４１

16 ケアプラン　ゆう 本庄市児玉町長沖２０２番地１ ７２－４０００

17 在宅介護　本庄　居宅介護支援 本庄市早稲田の杜４丁目１６番１２号 ７１－５０１０

18 長岡居宅介護支援事業所 本庄市児玉町児玉１４８９番地５ ７２－４８１５

19 居宅介護支援事業所　ファミリーエイド 本庄市朝日町３丁目９番１０号 ２２－１２３０

20 ベル居宅介護支援事業所 本庄市児玉町八幡山２７４番地１ ７１－６０４３

21 アクシスケアプラン 本庄市小島３丁目１６番２６号 ２２－５８７０

22 まごころケアプラン 本庄市栄２丁目８番１号 ２２－２２０５

23 居宅介護支援事業所　あゆむ 本庄市本庄２丁目５番６号 ７１－６６９１

24 くるみ居宅介護支援事業所 本庄市児玉町上真下３２６番地１ ７１－７７２４

25 居宅介護支援センター　彩 本庄市西五十子６３４番地４ ７１－５４８７

26 本庄ケアプラザ 本庄市西五十子３７５番地７ ７１－９１２７

27 居宅介護支援事業所ふくしまライフサポート 本庄市寿２丁目４番１０号 ３７－１１１２

28 しゃくなげケアプランセンター 本庄市前原２丁目２番３号 ７１－７７０３

29 居宅介護支援事業所　青い風 本庄市日の出３丁目６番５０号１１号棟 ２２－５０７５

30 居宅介護支援事業所翔 本庄市前原１丁目７番３号CoMoDoB１０２ ７１－６５０１

31 けあビジョン本庄 本庄市駅南２丁目１０番４号山岡ビル１０１ ２７－２８００

32 ケアプラン四季 本庄市四季の里２丁目１５番９号 ３７－４２７１

33 ケアサポート陽寄りの丘 本庄市児玉町長沖222番地田中ヴィレッジ108号 ７１－６３５３

34 ウェルサポートふじた 本庄市牧西１０４４番地 ７１－８２６１

35 ひまわり児玉 本庄市児玉町入浅見８３８番地３ ７１－５２８３

36 ことりケアプラン 本庄市下野堂１丁目２１番１２号　ＳフィールドⅡ１０４号室 ２３－３５１７

37 はなわ居宅介護支援事業所 本庄市若泉１丁目１番３９号 ７２－８９０８

本庄市居宅介護支援事業所一覧(H３０．４．１現在）

備　　考

資料１-２
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通所介護（地域密着型サービス）

事　　　　業　　　　所　　　　名 所　　　在　　　地 電　話　番　号 定員 備　　考 総 合 事 業

むさしのデイサービスセンター 本庄市児玉町飯倉１６６番地 ７２－７５６６ 17 ○

デイサービスセンター　ファミリーエイド 本庄市朝日町３丁目９番１０号 ２２－１２３０ 10 ○

若泉公園デイサービスセンター 本庄市若泉２丁目２番４３号 ２５－７００１ 15 ○

アップルデイサービスセンター 本庄市小島６丁目８番３号 ２２－８４８８ 15 ○

通所介護支援事業所　スペースゆう 本庄市本庄３丁目９番２２号 ７１－５２１７ 10 ○

ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　本庄けや木 本庄市けや木３丁目２４番２７号 ７１－７２５７ 10 ○

デイサービス　いこい 本庄市東台３丁目５番４０号 ７１－７２３１ 10 ○

くるみデイサービス 本庄市小島３丁目１６番２６号 ２２－５８７０ 13 ○

デイサービスメープル 本庄市日の出２丁目５番８号 ７１－７４５７ 10 ○

優和の里 本庄市児玉町宮内１３８３番地 ７２－０３２１ 10 休　止

ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　本庄児玉 本庄市児玉町児玉２４９７番地１ ７１－７６０５ 10 ○

アップルこだまデイサービスセンター 本庄市児玉町児玉南２丁目１１番６号 ７３－３９３９ 10 ○

デイサービスしんせい 本庄市児玉町児玉１０７０番地 ７２－０２１２ 10 ○

リハプライド　本庄 本庄市けや木３丁目２５番６号 ２７－８３８８ 18 ○

デイサービス桜花乃郷　みちるの家 本庄市見福２丁目１番１８号 ７１－９２００ 10 ○

ｱｼﾞｱﾝﾘｿﾞｰﾄｽﾊﾟ　デイサービス　アイル 本庄市本庄２丁目５番６号 ７１－６６５５ 10 ○

デイサービス　縁 本庄市児玉町金屋１４７番地１ ７１－８６９０ 10 ○

デイサービスさち 本庄市堀田１０１１番地１ ７１－８５５５ 10 休　止

介護老人福祉施設（地域密着型サービス）

事　　　　業　　　　所　　　　名 所　　　在　　　地 電　話　番　号 定員

特別養護老人ホーム　千鳥の丘 本庄市児玉町宮内１２５０番地１ ７３－１１２７ 29

特別養護老人ホーム　四季咲きの杜 本庄市北堀７７９番地３ ７１－７０２５ 29

認知症対応型共同生活介護（グループホーム　地域密着型サービス）

事　　　　業　　　　所　　　　名 所　　　在　　　地 電　話　番　号 定員

グループホーム　やまぶき 本庄市朝日町１丁目１４番３号 ２３－１３００ 9

トマト村 本庄市西五十子３７０番地１ ２７－４４４１ 18

グループホーム　しゃくなげ荘 本庄市前原２丁目２番３号 ２４－５２１５ 18

グループホーム　ノエル本庄 本庄市小島１丁目１番３４号 ２２－８５５５ 9

グループホーム  ゆうあい本庄 本庄市見福３丁目８番９号 ２４－３２０１ 18

グループホーム　元気村 本庄市田中１０５番地１ ２２－８１８２ 9

グループホーム　五感の里本庄早稲田 本庄市北堀１９３１番地１ ２２－２９４４ 18

グループホーム　まごころ 本庄市西富田６５３番地１ ７１－８８１８ 18

グループホーム　四季の丘 本庄市児玉町飯倉１７０番地３ ７２－８７０１ 18

グループホーム　紙ふうせん 本庄市今井１３２５番地１ ２７－８０２５ 18

認知症対応型通所介護（地域密着型サービス）

事　　　　業　　　　所　　　　名 所　　　在　　　地 電　話　番　号 定員

デイサービスセンター　ジャム 本庄市西五十子４４６番地１５ ２４－８８６４ 12

デイサービスセンター　やまぶき 本庄市朝日町１丁目１４番３号 ２４－８６７７ 3

グループホーム　五感の里本庄早稲田 本庄市北堀１９３１番地１ ２２－２９４４ 3

小規模多機能型居宅介護（地域密着型サービス）

事　　　　業　　　　所　　　　名 所　　　在　　　地 電　話　番　号 定員

しゃくなげ荘 本庄市前原２丁目２番３３号 ２４－５２１５ 25

多機能ホーム　ノエルこだま 本庄市児玉町上真下３５０－１ ３７－１３０１ 29

小規模多機能　あったかほーむ下野堂 本庄市下野堂１丁目１４番１２号 ７１－８５１８ 29

ケアハウス(地域密着型サービス)

事　　　　業　　　　所　　　　名 所　　　在　　　地 電　話　番　号 定員

ケアハウスグリーンピース 本庄市栗崎１０５番地１ ７１－５５１１ 29

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(地域密着型サービス)

事　　　　業　　　　所　　　　名 所　　　在　　　地 電　話　番　号

蛍ケアセンター 本庄市西五十子６３４番地４ ７１－５４８６

本庄市地域密着型サービス事業所一覧(H３０．４．１現在）

備　　考

備　　考

短期入所実施

備　　考

備　　考

夜間ケア体制

備　　考

地域密着型特定施設入居者生活介護

　　備　　考

資料３-１



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 事業所所在地 サービス区分 備考

1 本庄市 あったかほーむ　下野堂 本庄市下野堂１丁目１４番１２号 小規模多機能型居宅介護サービス

○指定更新

番号 更新期限 指定年月日 所在市町村 事業所名 事業所所在地 サービス区分 備考

1 H30.2.28 H30.3.1 本庄市 くるみデイサービス 本庄市小島３丁目１６番２６号 地域密着型通所介護

2 H30.3.27 H30.3.28 本庄市 紙ふうせん 本庄市今井１３２５番地１ 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 事業所名 事業所所在地 サービス区分 備考

1 H30.1.31 H30.1.31 北本市 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　本庄けや木 本庄市けや木３丁目２４番２７号 地域密着型通所介護 ※みなし利用者

2 H30.4.18 H30.4.26 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

指定年月日

H30.3.1

資料３-２



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 8 8 0

 トマト村  北堀1939 18 18 18 0

 しゃくなげ荘  前原2-2-3 18 17 14 3

 グループホーム　ノエル本庄  小島1-1-34 9 7 6 1

 グループホーム　ゆうあい本庄  見福3-8-9 18 13 13 0

 グループホーム　元気村  田中105-1 9 8 6 2

 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 17 1

 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 16 14 2

153 140 129 11

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

 あったかほーむ下野堂 下野堂1-14-12

地域密着型サービス利用状況一覧（H30.5.1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

事業所数 入居者数(人)

3 7

○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 29

29 28

○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（H30. 3利用分）

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

10

15

3

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）

資料３-３



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 西五十子634-3

○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　（休止中）  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　（休止中）  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

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

24

利用定員

17

10

15

10

10

10

10

13

10

10

10

10

10

18

10

10

10

10

事業所数 利用者数（人）

1 1

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）



 市内事業所  １３事業所

 市外事業所  ９事業所

○介護予防通所介護相当サービス

 市内事業所  ３４事業所

 市外事業所  １５事業所

○生活力アップサポートサービス

 訪問介護員や専門職ではない担い手が洗濯、掃除などの日常生活上の支援を行います。

 事業所名  所在地

児玉訪問介護ステーション 児玉町金屋1302-1

JA埼玉ひびきのヘルパーステーション 児玉町吉田林48-1

本庄市シルバー人材センター 小島南1-8-4

花かんざし 児玉町上真下326-1

○元気アップサポートサービス

 通所介護施設に通って、本庄市が推奨するはにぽん筋力トレーニング等を実施します。

 事業所名  所在地

児玉デイサービスセンター 児玉町金屋1302-1

デイサービスいこい 東台3-5-40

トマト村 早稲田の杜5-14-1

デイサービスファミリーエイド 朝日町3-9-10

デイサービス桜花乃郷みちるの家 見福2-1-18

エバー・グリーン介護サービス 柏1-5-7

事業所名 所在地

吉沢病院 本庄市1216-1

介護予防・日常生活支援総合事業

【介護予防・生活支援サービス事業】

○介護予防訪問介護相当サービス

自立した生活を営むために、訪問介護員が身体介護や洗濯、掃除などの日常生活上の支援を行います。こ
れまで介護予防給付として実施されていた「介護予防訪問介護」に相当するサービスになります。

 通所介護施設で機能訓練をはじめとした支援を行います。これまで介護予防給付として実施された「介護予
防通所介護」に相当するサービスとなります。

○短期集中サポートサービス

保健医療の専門職が集中して関わることで、生活機能の向上を目指します。保健医療の専門職が利用者の
自宅を訪問し、生活環境を踏まえた効果的な介護予防プログラムを作成し、通所及び自宅において機能訓
練を実施します。

介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業という。）とは、市区町村で行う地域支援事業の一つとし
て、地域の高齢者の方々を対象にその方の状態や必要に合わせたさまざまなサービスなどを提供する事業
です。
総合事業は、要支援に認定された方と基本チェックリストで該当になった方が利用できる「介護予防・生活支
援サービス事業」のほかに、６５歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」で構成されており、
高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。

資料４



【一般介護予防事業】

会場 開催日

はにぽんプラザ 第１金曜日

はにぽんプラザ 第４火曜日

勤労青少年ホーム 第２木曜日

セルディ 第３火曜日

圏域 教室数

 本庄西圏域 20

 本庄東圏域 13

 本庄南圏域 18

 児玉圏域 27

○いきいき教室

理学療法士・作業療法士が講師となり、楽しく簡単な体操等を行い、転倒や認知症を防いでいつまでも自分
らしく「いきいき」と過ごしていくことを目的とした教室です。

○筋力アップ教室（はにとれ）

市内自治会や地域団体単位でおおむね６５歳以上の人を対象に、イスを使った動作で生活動作に必要な筋
力を鍛える筋力トレーニング教室です。


