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第９期介護保険事業計画作成のための各種調査について
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南部町介護保険運営協議会

令和４年度 第１回南部町介護保険運営協議会

日時 令和４年11月10日（木） 午後６時

場所 南部町健康センター 集団指導室



【参考資料】
国の動きなど
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出典：第９回介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年８月３日）



【国資料】介護保険制度の改正サイクル

※介護報酬改定の議論は、「社会保障審議会（介護保険給付費分科会）」で議論

出典：第９期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年８月３日）【老健局介護保険計画課】
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【国資料】介護保険事業（支援）計画について

出典：第９期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年８月３日）【老健局介護保険計画課】
3



【国資料】第９期介護保険事業計画の作成プロセス

出典：第９期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年８月３日）【老健局介護保険計画課】
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【国資料】第９期介護保険事業計画に向けた調査の実施

出典：第９期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年８月３日）【老健局介護保険計画課】
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【南部町】
計画作成に向けた
各種調査
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地域課題の現状分析

第８期介護保険事業計画（令和３年３月作成）

現在

令和５年度に、現在の第８期介護保険事業計画の見直しを行います。

■７つの重点施策

Ⅰ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進

Ⅱ 在宅ケアの充実及び連携体制の整備

Ⅲ 介護サービス等の充実・強化

Ⅳ 認知症施策の推進

Ⅴ 高齢者が安心して暮らせるまち・住まいの基盤整備

Ⅵ 健康寿命の延伸に向けた健康づくり

Ⅶ 高齢者の社会参加と生きがいづくりの支援

出典：第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画
7



第９期介護保険事業計画作成に向けた調査

介護保険法第117条第５項に基づき、第９期介護保険事業計画の作成のため各種調査を行います。

調査名

調査方法 調査時期（予定）

国指定 町独自 11月 12月 １月 ２月 ３月

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ○

２ 在宅介護実態調査 ○

３ 在宅生活改善調査 ○

４ 居所変更実態調査 ○

５ 介護人材実態調査 ○

6 介護人材の確保・定着に関する調査 ○

7 介護支援専門員調査 ○

８ 介護サービス事業等参入意向調査 ○
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調査１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

調査目的

●要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握することで、地域診断に活用し、

地域の抱える課題を特定する

●介護予防・日常生活支援総合事業の評価に活用する

調査地域 南部町全域

調査対象者

●介護予防・日常生活支援総合事業対象者（総合事業対象者）

●要支援認定者（要支援１・２）

●一般高齢者（65歳以上の人）

対象者数 1,500人（無作為に抽出した人と前回の調査に協力した人）

調査方法

郵送法（郵送による配布・回収）

※日本老年学的評価研究（健康長寿社会をめざした予防政策の科学的な基盤づくりを目的と

した研究）が行う「健康とくらしの調査」に参加

調査時期 令和４年11月中旬～12月上旬（予定）

調査内容

●リスクの発生状況の把握 ●バージョン項目

●社会資源等の把握 地域資源、認知症、看取り、かかりつけ医、災害、

●認知症にかかる相談窓口の認知度 通いの場、口腔ケア、食欲、暴力、食事内容、

●南部町独自項目 住宅環境、運動、スポーツ観戦、楽観性、笑い など
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日本老年学的評価研究（JAGES）とは

日本老年学的評価研究（JAGES)の提供資料より作成

2019年調査には、全国の25都道府県64市町村と共同し、要介護認定

を受けていない高齢者を対象に調査を行い、約25万人のデータを収集。

世界一の健康長寿を誇る日本の高齢者の実態を多面的に描き出して

Well-being（幸福・健康）な社会づくりに貢献している。代表 近藤 克則

健康長寿社会をめざした予防政策の科学的な

基盤づくりを目標とした研究プロジェクト

地域包括システムの構築に向けて、全

国の自治体と連携して、高齢者を対象

に様々な調査を行い、全国の大学・国

立研究センターに所属する研究者が多

面的な分析を進めている

介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査と同様の項目を含み、介護

保険事業計画の策定に役立てる

ことができる

千葉大学予防医学センター

社会予防医学研究部門 教授

ジェイジス
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調査項目

身体状況
健康状態

コア項目

Ｃ

身体状況
健康状態

生活習慣 羅患 保健行動
BMI 転倒状況

心理 うつ 幸福度

社会
ソーシャル・ネットワーク
ソーシャル・サポート

社会経済的
地位

年間世帯所得 世帯人数
教育 就職（最長職）
年金 生活保護

会・グループ
への参加

ボランティア スポーツ
老人クラブ 町内会・自治
会 他

地域環境
（地域に対する）信頼
互酬性 治安 祭り
近所付き合い

外出 外出頻度 交通手段

A
サブコア①+地域資源、周囲の支援、認知症、救急車利用、AI・コロナ、
文字読み行動

B サブコア②+看取り、かかりつけ医、医療受診、服薬

C サブコア①+災害、コロナ流行後の生活、通いの場

D サブコア①+口腔ケア、食欲、タバコ

E サブコア②+地域と住宅、日常生活、暴力、ジェンダー規範、食事内容

F サブコア②+住宅環境、生活範囲、転居、シルバーパス

G サブコア②+運動の実施状況、スポーツ観戦、楽観性、笑い

H サブコア①+身体の痛み、健康状態、身長の縮み、日常生活活動

サ
ブ
コ
ア
①

身体状況・健康状態 新型コロナウイルス感染症、目や耳の状態

介護 頻度・時間

心理 ヒューマン

サ
ブ
コ
ア
②

経済 15歳時の社会経済的地位

会・グループへの参加 趣味・おけいこ事

外出 買い物の頻度・手段

社会
１年間に起こったこと、インターネットの使用、
連絡手段と機会

地域 地域の環境、信頼、人

バージョン項目

11日本老年学的評価研究（JAGES)の提供資料より作成



【国資料】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の概要

出典：第９期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年８月３日）【老健局介護保険計画課】
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2019ニーズ調査からわかった地域の特徴・強みと課題

⚫ 口腔機能低下者割合が少ない

⚫ BMIが18.5未満の者の割合が少ない

⚫ 低栄養者割合が少ない

⚫ 健診（１年以内）未受診割合が少ない

⚫ 幸福感がある者、閉じこもり者の割合が多い

⚫ スポーツの会、趣味の会、ボランティア、

学習・教養サークル、特技や経験を他者に

伝える活動の参加者割合が少ない

⚫ ソーシャル・キャピタル得点（社会参加、

助け合い）」が少ない

継続
強み

課題
取組

保健分野と介護予防の

一体的な実施

住民主体の「通いの

場」の創出、ボラン

ティア活動の推進
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地域診断の概要（まとめ）

JAGES2019年調査

分析結果

第１回2020年保険者共同研究会

ー 健康とくらしの調査報告 ー

2020年６月22日

参考資料
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調査２ 在宅介護実態調査

調査目的

これまでの「地域包括ケアシステムの構築」という観点に加え、「介護離職をなくしていくた

めにはどのようなサービスが必要か」といった観点を盛り込むため、「高齢者等の適切な在宅

生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスのあり方を検討する。

調査地域 南部町全域

調査対象者 主に在宅で要介護認定を受けている人

対象者数 300人

調査方法

郵送法（郵送による配布・回収）

※日本老年学的評価研究（健康長寿社会をめざした予防政策の科学的な基盤づくりを目的と

した研究）が行う「在宅ケアとくらしの調査」に参加

調査時期 令和５年１月上旬～２月上旬（予定）

調査内容

●Ａ票（本人向け）

世帯類型、性別、年齢、要介護度、施設への入所・入居の検討状況、現在抱えている傷病、

現在のサービス利用状況、介護保険以外の支援・サービス利用状況、在宅生活の継続に必要

と感じている支援・サービス、家族等による介護の頻度

●Ｂ表（主な介護者向け）

介護者、性別、介護者の就労状況、不安を感じること
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【国資料】第９期に向けた在宅介護実態調査の概要

出典：第９期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年８月３日）【老健局介護保険計画課】
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調査３ 在宅生活改善調査

調査目的
現在、自宅等にお住まいの人で、「現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている

利用者」の実態を把握し、地域に不足する介護サービス等を検討する。

調査地域 南部町全域

調査対象者
居宅介護支援事業所、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護事業所に勤務す

る介護支援専門員

対象者数 21人（予定）

調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

調査時期 令和５年１月上旬～２月上旬（予定）

調査内容

●事業所票

過去１年間に「自宅等から居所を変更した利用者数、居所を変更した利用者の居所」

●利用者票

利用者の世帯類型、現在の居所・介護度、現在のサービス利用では、生活の維持が難しく

なっている理由
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調査４ 居所変更実態調査

調査目的

●過去１年間の新規入居・退居の流れや、退去の理由などを把握する。

●調査結果に基づいた関係者間での議論を通じて、施設・居住系サービスでの生活の継続性を

高めるために必要な機能や、外部サービス資源との連携等を検討する。

調査地域 南部町全域

調査対象者
介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅

対象者数 22事業所

調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

調査時期 令和５年１月上旬～２月上旬（予定）

調査内容

施設のサービス種別・概要、入所・入居者の人数、医療措置の受入可否、過去１年間の新規の

入所・入居者の人数、入所・入居する前の居所別人数、過去１年間の施設を退所・退居した人

数、行き先、退所・退居理由
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調査５ 介護人材実態調査

調査目的

●介護人材の実態を個票で把握することにより、性別・年齢別、資格の有無別などの詳細な実

態を把握し、介護人材の確保に向けて必要な取組み等を検討する。

●調査結果に基づいた関係者間での議論を通じて、地域の介護人材の確保・サービス提供方法

の改善などにつなげていく。

調査地域 南部町全域

調査対象者

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、単独型短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、通所介護（地域密着型含む）、

通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、

小規模多機能型居宅介護事業所

対象者数 47事業所

調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

調査時期 令和５年２月中旬～３月中旬（予定）

調査内容
施設のサービス種別・介護職員の総数・性別・年齢構成、資格保有状況、過去１年間の介護職

員の採用者数と離職者数、訪問介護サービスにおけるサービス提供の実態

23



【国資料】在宅生活改善調査・居所変更調査・介護人材実態調査

出典：第９期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年８月３日）【老健局介護保険計画課】
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調査６ 介護人材の確保・定着に関する調査

調査目的

●介護事業所の人材の確保や定着に関する状況を把握し、今後の介護保険事業及び介護人材確

保育成支援事業に必要な取組み等を検討する。

●調査結果に基づいた関係者間での議論を通じて、地域の介護人材の確保・サービス提供方法

の改善などにつなげていく。

調査地域 南部町全域

調査対象者

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、単独型短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、通所介護（地域密着型含む）、

通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、訪問介護、訪問看護、看護小規模多機能型

居宅介護、小規模多機能型居宅介護事業所、福祉用具（販売・貸与）、居宅介護支援事業所

対象者数 58事業所

調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

調査時期 令和５年２月中旬～３月中旬（予定）

調査内容
①業種・開設時期 ②雇用状況 ③人材確保 ④研修・人材育成 ⑤外国人介護人材

⑥新型コロナウイルスの影響 など
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調査７ 介護支援専門員調査

調査目的
ケアマネジメントを担当している介護支援専門員が日頃感じている課題や問題点などについて

調査し、高齢者福祉施策の充実や介護サービス事業の充実に必要な取組み等を検討する。

調査地域 南部町全域

調査対象者
居宅介護支援事業所、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護事業所に勤務す

る介護支援専門員

対象者数 21人（予定）

調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

調査時期 令和５年３月上旬～３月下旬（予定）

調査内容
①勤務形態 ②経験年数 ③資格保有状況 ④ケアマネジャー業務・研修等 ⑤ケアプラン

⑥医療・介護との連携 ⑦認知症への支援 ⑧高齢者の虐待 ⑨高齢者施策 など
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調査８ 介護サービス事業等参入意向調査

調査目的
第９期介護保険事業計画期間中の介護サービス事業等の新規事業や既存事業の規模拡大、縮小

等を把握し、計画期間中の介護サービス見込量を把握する。

調査地域 南部町全域

調査対象者 南部町内で介護サービス事業及び高齢者福祉施設等を運営する法人

対象者数 23法人

調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

調査時期 令和５年３月上旬～３月下旬（予定）

調査内容
①新規事業の有無 ②既存事業の規模拡大・縮小の有無 ③人材確保 ④外国人介護人材

⑤新型コロナウイルスの影響 など
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