
６ 介護サービスの確保と施設・住宅の整備 

 

（１）持続可能な制度の構築 

 これまで見てきたように、高齢者介護を取り巻く環境は、医療との連携を含めた

地域包括ケアシステムの構築や費用面のほか、後述する福祉人材確保面に関し、課

題を抱えています。 

 今後も介護を必要としている高齢者へ適切な介護サービスが提供できるよう、介

護保険制度を持続可能なものにしていくことが喫緊の課題です。そのためには、ケ

アプラン点検により不要不急なサービスの見直しを行うなどの介護給付適正化対策

を進めるとともに、中山間地の訪問看護など、不足しているサービスを創出してい

くことが求められます。 

平成29年の介護保険法改正により、平成30年度から新たな介護保険施設の「介護

医療院」が創設されることとなりました。 

また、地域共生社会の実現に向けた取組として、高齢者と障がい児者が同一の事

業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障がい福祉両方の制度に新たに

共生型サービスを位置づけることとされました。これにより、障害福祉サービス事

業所等であれば、介護保険事業所の指定も受けやすくする特例が設けられ、平成30

年４月から「訪問介護」等の事業所に適用される予定です。 

 

（参考）介護保険制度におけるサービスの種類 

【居宅サービス】 

種  類 内      容 

訪問介護 

（※１）（※２） 

〈ホームヘルプ〉 

介護福祉士等の訪問介護員等が、要介護者の居宅を訪問し、でき

るだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、入浴

・排せつ・食事の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関

する相談・助言等の必要な日常生活の世話を行う。 

訪問入浴介護 

（※１） 

要介護者の居宅を入浴車等で訪問し、できるだけ居宅で能力に応

じ自立した日常生活を営めるよう、浴槽を提供して入浴の介護を

行い、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。 

訪問看護 

（※１） 

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者の

居宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行い、できる

だけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように療養生活

を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持または向上

を目指す。 

訪問リハビリテーショ

ン（※１） 

病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士

・言語聴覚士が、要介護者の自宅を訪問して、できるだけ居宅で

能力に応じ自立した日常生活を営めるよう生活機能の維持または

向上を目指し、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーシ

ョンを行うことにより、心身機能の維持回復を図る。 

居宅療養管理指導 

（※１） 

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、

医師・歯科医師・薬剤師等が、通院困難な利用者に対し、心身の

状況と環境等を把握し、療養上の管理指導を行い療養生活の質の

向上を図る。 

福祉用具貸与 

（※１） 

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、

利用者の心身の状況、希望・環境をふまえ、適切な福祉用具の選

定の援助・取付け・調整等を行い貸与することで、日常生活上の

便宜を図り機能訓練に資するとともに介護者の負担軽減を図る。 

福祉用具販売 

（※１） 

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、

利用者の心身の状況、希望・環境をふまえ、適切な福祉用具の選

定の援助・取付け・調整等を行い販売することで、日常生活上の

便宜を図り機能訓練に資するとともに介護者の負担軽減を図る。 



通所介護 
（※１）（※２）（※３） 

〈デイサービス〉 

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、

生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話と

機能訓練を行うことで、利用者の社会的孤立感の解消と心身の機

能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。在宅の要介

護者が老人デイサービスセンター等に通い、入浴・排せつ・食事

等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認等の日

常の世話と機能訓練を行う。（利用定員19名以上） 

通所リハビリテーショ

ン（※１） 

〈デイケア〉 

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、生

活機能の維持または向上を目指し、介護老人保健施設、病院、診

療所等の施設に通い、理学療法・作業療法等の必要なリハビリテ

ーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。 

短期入所生活介護 

（※１） 

〈ショートステイ〉 

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、

老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴

・排せつ・食事の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことにより、心身の機能の維持と家族の負担の軽減を図る。 

短期入所療養介護 

（※１） 

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、

看護、医学的管理下の介護、機能訓練その他必要な医療と日常生

活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の

家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 

特定施設入居者生活介

護（※１） 

有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付

高齢者向け住宅において、自立した生活を送れるよう、入浴・排

せつ・食事の介護、調理・洗濯等の家事援助を行うもの。(入居

定員が30名以上のもの) 

○特定施設には、特定施設の従業者がサービスを提供する｢包括

型（一般型）｣と施設以外の事業者がサービスを提供する｢外部

サービス利用型｣がある。 

○また入居者が要介護（要支援）者と配偶者に限られている「介

護専用型」とそれ以外の「混合型」の２種類に分類される。 

※１ 介護予防サービスがあるもの 

※２ 介護予防サービスについては平成29(2017)年４月１日までに、各市町村(保険者)の行

う介護予防･日常生活支援総合事業へ移行済み。（介護予防は平成30(2018)年３月31日

まで） 

※３ 定員18人以下の通所介護については、平成28(2016)年4月1日からは、市町村指定の地

域密着型通所介護へ移行済。 

 

 

【地域密着型サービス】 

種  類 内      容 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日

中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、

定期巡回型訪問と随時の対応を行う。 

夜間対応型訪問介護 

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、

夜間に定期的な巡回または随時の通報により、介護福祉士等の訪

問介護員が居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護などの

日常生活上の世話、緊急時の対応などを行い、夜間において安心

して生活を送ることができるように援助する。 

地域密着型通所介護 
（※１）（※２） 

利用定員18名以下の通所介護で、在宅の要介護者が老人デイサー

ビスセンター等に通い、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に

関する相談及び助言、健康状態の確認等の日常の世話と機能訓練

を行う。 

認知症対応型通所介護 

（※１) 

認知症の利用者が、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生

活を営めるよう生活機能の維持または向上をめざし、特別養護老

人ホーム等や老人デイサービスに通い、入浴・排せつ・食事等の

介護、生活相談・助言や健康状態の確認などの日常生活上の世

話、機能訓練を行うことで、利用者の社会的孤立感の解消と心身

の機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 



小規模多機能型居宅介

護（※１） 

居宅で、またはサービスの拠点への通所や短期間宿泊により、入

浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活相

談・助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を

行い、能力に応じ居宅で自立した日常生活を営むことができるよ

うにする。 

認知症対応型共同生活

介護（※１) 

認知症の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域

住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活

上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営め

るようにする。 

地域密着型特定施設入

居者生活介護 

有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームで、入居者が

要介護者と配偶者等に限られる介護専用型特定施設のうち、入居

定員が29人以下のもの。 

要介護者である入居者に、入浴・排せつ・食事等の介護、洗濯・

掃除等の家事、生活相談・助言などの日常生活上の世話、機能訓

練と療養上の世話を行い、能力に応じ自立した日常生活を営める

ようにする。 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

原則要介護３以上の要介護者を対象とした定員が29人以下の特別

養護老人ホーム。 

できるだけ居宅の生活への復帰を念頭に置いて、入浴・排せつ・

食事等の介護、相談と援助、社会生活上の便宜の供与などの日常

生活上の世話、機能訓練、健康管理と療養上の世話を行い、能力

に応じて自立した日常生活を営めるようにする。 

看護小規模多機能型居

宅介護（複合型サービ

ス） 

医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模多機能型居宅

介護サービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる事業所

が行うサービス。 

※１ 介護予防サービスがあるもの 

※２ 介護予防サービスについては平成29(2017)年４月１日までに、各市町村(保険者)の行

う介護予防･日常生活支援総合事業へ移行済み。（介護予防は平成30(2018)年３月31日

まで） 

 

【施設サービス】 

種  類 内      容 

介護老人福祉施設 

入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話、機能訓練、

健康管理、療養上の世話を行う施設(入所定員30名以上)。 

入所対象者は、身体上・精神上著しい障がいがあるため常時介護

を必要とし、在宅介護が困難な要介護者。 

介護老人保健施設 

病状が安定期にある利用者に対して、看護、医学的管理下での介

護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行うもので、

在宅生活への復帰を目指す。 

介護療養型医療施設 

（※１） 

療養病床等を有する病院又は診療所で、療養病床等に入院する病

状が安定期にある長期療養が必要な利用者に対して、療養上の管

理、看護、医学管理下の介護等の世話、機能訓練等の必要な医療

を行う。 

介護医療院 

（※２） 

長期にわたり療養が必要な利用者に対して、療養上の管理、看

護、医学的管理下で、介護、機能訓練、必要な医療、日常生活上

の世話を行う。 

※１ 平成29(2017)年度末までとなっていた設置期限については、「地域包括ケアシステム

を強化するための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第52号）」により

６年間延長された。 

※２ 介護医療院は平成30(2018)年４月から新設。 

 

  



（２）必要利用定員総数 

 

 介護保険制度では、「認知症高齢者グループホーム」「地域密着型特定施設入居

者生活介護施設」「特別養護老人ホーム（地域密着型）」については市町村、「特

別養護老人ホーム（広域型）」「老人保健施設」「介護療養型医療施設」「特定施

設入居者生活介護施設」については、県が「必要利用定員総数」を定めることとさ

れています。 

 一方、近年は民間が整備する｢住宅型の有料老人ホーム｣や｢サービス付き高齢者向

け住宅｣などが急激に増加するとともに、｢養護老人ホーム｣等に関しても外部から介

護サービスを入れることができるようになるなど、住まい及び入所施設のあり方も

多様化しています。 

要介護認定者数を分母とし、これらの定員数を分子とした場合、県内には、全国

平均(31.2%)以上の36.4%の定員数が確保されています。施設定員については、一定

量充足しているといえますが、要介護者が今後10年間で実質的に約5,000人増加する

と見込まれることや、現在の整備量に東中西の地域差があることを踏まえると、引

き続き適切な対応が求められます。第７期計画期間における県の定める必要利用定

員総数は、市町村が在宅高齢者や在宅サービスの状況を踏まえて判断した数量の合

計数とし、その整備を支援していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考）第６期末の整備量及び第７期中の整備計画（目標数） 

状況等の変化により、下記以外に第７期計画期間中に施設整備が必要になる場合

にあっては、関係市町村とも協議した上で柔軟に対応していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

  

30年度末 31年度末 32年度末

2,988 3,007 3,007 3,007 19

東部圏域 1,325 1,344 1,344 1,344 19

中部圏域 554 554 554 554 0

西部圏域 1,109 1,109 1,109 1,109 0

214 214 243 243 29

東部圏域 68 68 68 68 0

中部圏域 0 0 0 0 0

西部圏域 146 146 175 175 29

3,099 3,102 3,104 3,105 6

東部圏域 961 961 962 962 1

中部圏域 659 662 663 664 5

西部圏域 1,479 1,479 1,479 1,479 0

218 218 218 218 0

東部圏域 167 167 167 167 0

中部圏域 0 0 0 0 0

西部圏域 51 51 51 51 0

0 22 25 25 25

東部圏域 0 17 17 17 17

中部圏域 0 5 8 8 8

西部圏域 0 0 0 0 0

490 490 490 490 0

東部圏域 80 80 80 80 0

中部圏域 0 0 0 0 0

西部圏域 410 410 410 410 0

101 266 266 266 165

東部圏域 101 208 208 208 107

中部圏域 0 0 0 0 0

西部圏域 0 58 58 58 58

1,341 1,392 1,421 1,457 116

東部圏域 306 351 351 360 54

中部圏域 468 474 483 510 42

西部圏域 567 567 587 587 20

特別養護老人ホーム(地域密着型)

老人保健施設

介護療養型医療施設

有料老人ホーム（介護型・広域型）

有 料老人 ホーム （介護 型・地域 密着型）

認知症高齢者グループホーム

特別養護老人ホーム(広域型)

介護医療院

（単位：定員数・人）

区　　　　　分
29年度末
(6期末)

第７期 第７期中
整 備 数



（３）居宅サービス 

 

ア 訪問介護 

 

【現状と分析】 

 

 県内の訪問介護に関する費用月額(平成27(2015)年度)は要介護認定者一人当たり

6,804円であり、全国平均12,364円の55％と少ない額になっています。 

 全国平均を下回る理由としては、中山間地域を抱える県では本県に限らず全国的

に少ない傾向であること(家と家が離れており、訪問に時間がかかり非効率等)、家

庭に他人が入ることに抵抗感がある者が少なからずあること、通所介護事業所が多

く、軽度のうちから通所介護サービスが提供され訪問介護のニーズが生まれにくい

ことなどが考えられます。 

また、昨今、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームといった高齢者向け

の住まいが増加していることに伴い、高齢者向け住まいに併設された事業所も多く

見受けられるようになりました。高齢者の住まいに対する多様なニーズの受け皿と

して重要な役割を果たしている一方で、平成27～28年度における都道府県の指導監

督の動向を見ると介護報酬の不正請求等による指定取消・効力停止処分を受けた併

設事業所（訪問介護、通所介護等）が処分全体の約３割を占めている状況があり、

国からも指導強化が求められています。 

 

 平成26年の介護保険制度改正により、要支援者に対する介護予防訪問介護は市町

村事業である介護予防･日常生活支援総合事業に平成29年４月１日までに移行済みで

す。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 地域包括ケアシステムの構築を進める中で、訪問介護の導入を進めていくことが

必要になります。今後は、自宅を訪問する訪問介護事業のさらなる充実を図るとと

もに、有料老人ホーム等に併設される訪問介護事業の適正化を進めることとします。 

 また、介護人材不足もさらに深刻化してくることを踏まえると、訪問介護員の確

保や離職防止等の取組を続ける必要があります。また、人材確保の観点から市町村

における介護予防・日常生活支援総合事業について、ボランティア、ＮＰＯなどの

多様な担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やネットワーク化を推進し、積極的

に地域の力を借りていくことが求められます。介護予防・日常生活支援総合事業に

関しては、更なるサービスの充実に向け、各市町村と連携していくこととします。 

 

 

 

  

「訪問介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 2,268円 1,532円
後期高齢者１人あたり 4,687円 2,899円
要介護認定者１人あたり 12,364円 7,609円

56.4事業所 38.9事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

項目

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

要介護認定者１万人あたりの事業所数

備考
出典： 平成27（2015)年度介

護保険事業状況報告
に基づき計算



イ (介護予防)訪問入浴介護 

 

【現状と分析】 

 

 訪問入浴介護に関する要介護認定者一人当たりの費用月額(平成27(2015)年度)は

337円であり、全国平均751円の45％にあたります。中小業者で入浴車の老朽化など

による事業からの撤退も見られますが、全国規模の専門企業によりサービス提供が

行われており、不足の声も聞かれないことから、一定のニーズに対応できていると

思われます。また、一部ニーズは通所介護事業所での入浴に代替されていると考え

られます。 

 

【第７期における方向及び対応】 

 現状で大きな課題は認められないことから、引き続き、着実なサービス提供を支

援していくものとします。 

 

 

 

 

ウ （介護予防）訪問看護 

 

【現状と分析】 

 

 訪問看護は、医学的なケアを要する要介護高齢者が在宅生活を続けるための基本

となる介護サービスです。訪問看護に関する要介護認定者一人当たりの費用月額(平

成27(2015)年度)は2,036円であり、全国平均2,893円の70％にあたります。 

 この要因としては、訪問介護同様、中山間地などで訪問系サービス全体の利用自

体が低調なことや、比較的早い段階で、通所介護サービスや施設サービスが提供さ

れることから、在宅で医学的なケアを要する方が相対的に少ないためと推測されま

す。 

 訪問看護ステーションは、県内に57か所あり（平成29(2017)年９月１日現在）、

診療報酬や介護報酬の改定なども後押しし、近年増加傾向にあります。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 平成26(2014)年度から新人訪問看護師の同行訪問支援に対する補助事業等を実施

しており、事業効果も見据えながら、引き続き訪問看護の確保のための取組を進め

ていくこととします。 

 また、在宅重度者に対し、在宅看取りも含め24時間365日の訪問看護体制に安定的

に取り組むためには、訪問看護ステーションの規模拡大や、機能強化型訪問看護ス

テーションの設置、複数の訪問看護ステーションの連携体制の確立などが必要であ

り、訪問看護ステーション連絡協議会によるネットワーク化に協力していくことと

します。 

 

「訪問入浴介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 138円 76円
後期高齢者１人あたり 285円 143円
要介護認定者１人あたり 751円 376円

3.3事業所 3.8事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

要介護認定者１万人あたりの事業所数

項目

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

備考
出典： 平成27（2015)年度介

護保険事業状況報告
に基づき計算



 

 

 

エ 通所介護[デイサービス] 

 

【現状と分析】 

 

 通所介護サービスは、要介護認定者の約３割が利用する中心的な居宅サービスで

す。県内には、273事業所が所在し、費用額は介護保険給付費総費用額の18％にあた

る、102.4億円となっています。（事業所数は平成29(2017)年10月１日現在、費用額

は平成28(2016)年度） 

 要介護認定者一人当たりの費用月額(平成27(2015)年度)は、23,459円であり、全

国平均（22,215円）の1.06倍と比較的高くなっています。 

 また、要介護認定者１人当たりの費用額は近年高い傾向にありますが、①高齢化

の進展により高齢者世帯や独居高齢者が増えていること、②現役世代の共働きなど

により日中独居となる高齢者が多いこと、③全国より重度者割合が高いこと等が要

因として考えられます。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

  通所介護事業所には、機能訓練等を積極的に行う事業所がある一方で、日中の居

場所として、もっぱら預かるだけのサービスになっている例もあります。認知症の

有無や介護度など利用者の介護の必要性が関連するものの、その一部は地域サロン

などの住民活動に代替可能と考えられます。 

 また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に併設されたデイサービス

等の過剰なサービス提供や、不正請求に伴う指定取消し等の行政処分が全国で多発

していることから、サービス提供実態の把握に努め、保険者と協力しながらケアプ

ランの適正化を含めた適切な指導を行っていくこととします。 

 

 
 

 

 

 

  

「訪問看護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 531円 459円
後期高齢者１人あたり 1,097円 868円
要介護認定者１人あたり 2,893円 2,278円

15.4事業所 17.2事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

要介護認定者１万人あたりの事業所数

出典： 平成27（2015)年度介
護保険事業状況報告
に基づき計算

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

項目 備考

「通所介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 4,076円 5,269円
後期高齢者１人あたり 8,421円 9,972円
要介護認定者１人あたり 22,215円 26,174円

37.1事業所 47.0事業所 ※２
※１　Ｈ２８年度に地域密着通所介護に移行した部分も含む
※２　全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

　　　 鳥取県⇒介護保険指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

項目

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

要介護認定者１万人あたりの事業所数

備考
出典： 平成27（2015)年度介

護保険事業状況報告
に基づき計算（※１）



オ （介護予防）訪問及び通所リハビリテーション 

 

【現状と分析】 

 

 訪問及び通所リハビリテーションの要介護認定者一人当たりの費用月額(平成

27(2015)年度)は、全国平均の6,858円に対し本県はその1.4倍に当たる9,536円とな

っており、特に通所リハビリテーションについては居宅サービスの中でも比較的充

実したサービスとなっています。また、訪問リハビリテーションについては、中山

間地等では訪問事業者がないなど、地域によって格差が大きい状況となっています。 

一方、事業所の多くは介護保険法第71条第１項による保険医療機関の「みなし指定」

が行われているものであり、医療機関数自体の大幅な増加は見込めないことから、

リハビリテーションが必要な高齢者の増加に応じた、サービス量の増加が今後の課

題です。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 全国との比較上はある程度充足が見られることから整備の緊急性は高くありませ

んが、今後リハビリテーション事業所の母体となる医療機関の大幅な増加は見込め

ないことから、利用者数の増加に対応するためには事業所規模の拡大を進め、１事

業所あたりの受入れ人数の増加を目指す必要があります。 

 老人保健施設協会、理学療法士協会、言語聴覚士協会、作業療法士協会等との連

携を図りながら、今後増加するリハビリテーションのニーズに対応していくことと

します。 

 

 
 

 

 

カ （介護予防）短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) 

 

【現状と分析】 

 

 短期入所生活介護は、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食

事の介護等必要な日常生活の世話や機能訓練を行うものです。また、短期入所療養

介護は、老人保健施設等に短期間入所し、医学的管理下の介護・機能訓練等必要な

医療と日常生活の世話を行うものです。 

 県内の短期入所生活介護・短期入所療養介護（以下「ショートステイ」という。）

の要介護認定者一人当たりの費用月額(平成27(2015)年度)は、全国平均の6,064円に

対しその75％に当たる4,545円です。ショートステイのための専門棟は少なく、ほと

んどが入所施設への併設又は空床を利用したものであり、近年、特別養護老人ホー

ム等の整備がほとんどないため、ショートステイ供給量も伸びていません。 

 

 

「訪問及び通所リハビリテーション」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 1,258円 2,144円
後期高齢者１人あたり 2,600円 4,058円
要介護認定者１人あたり 6,858円 10,650円

12.3事業所 19.9事業所 ※
データなし 26.9事業所

※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

項目 備考
出典： 平成27（2015)年度介

護保険事業状況報告
に基づき計算

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

要介護認定者１万人あたりの事業所数（通所）
要介護認定者１万人あたりの事業所数（訪問）



【第７期における方向及び対応】 

 

 ショートステイのニーズは、近年急増するサービス付き高齢者向け住宅や住宅型

有料老人ホーム、あるいは小規模多機能型居宅介護の供給量や、デイサービスでの

自主宿泊事業などとも密接に関連しており、多寡を一概に論じることは困難です。 

ショートステイは、今後高齢者が増加する市部を中心に、さらに普及すべき重要

なサービスと考えられますが、介護保険制度改正の中で小規模多機能型居宅介護の

普及を促進する観点から、ショートステイの指定にあたっては市町村協議制による

指定拒否・条件付加が認められることとなっており、今後の整備検討にあたっては、

より一層、保険者と連携していくこととします。 

 

 

 

 

キ （介護予防）福祉用具[貸与・購入費]・住宅改修費 

 

【現状と分析】 

 

 福祉用具（貸与・購入）及び住宅改修費の要介護認定者一人当たりの費用月額(平

成27(2015)年度)は、全国平均の4,730円に対し本県はその84%に当たる3,981円とな

っており全国平均より若干少ないものの、サービス供給量は概ね充足しているもの

と推測されます。 

 介護保険制度の改正により、福祉用具貸与については、貸与価格のばらつきを抑

制し、適正価格での貸与を確保するため、国において全国貸与価格を把握のうえ、

貸与価格の上限が設定されるとともに、レンタル業者は全国平均価格も併せて利用

者に提示することや、機能や価格の異なる複数の商品を提示することとされました。 

 また、住宅改修については、住宅改修の内容や価格を保険者が適切に把握・確認

できるようにするとともに利用者の適切な選択に資するための取組みを進めるため、

見積書類の様式を国が定めるともに、複数の改修業者から見積もりをとるよう利用

者への説明を促進することとされました。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 福祉用具貸与・販売、住宅改修については、サービスの質の維持・向上の観点で、

利用者の状況に合わせ、必要な用具を必要な期間に貸与ができるよう利用者、事業

者と居宅介護支援事業者との連携を図っていきます。 

 

 

 

「短期入所生活介護・短期入所療養介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 1,113円 1,020円
後期高齢者１人あたり 2,299円 1,930円
要介護認定者１人あたり 6,064円 5,067円

26.2事業所 34.2事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

項目 備考

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

出典： 平成27（2015)年度介
護保険事業状況報告
に基づき計算

要介護認定者１万人あたりの事業所数

「福祉用具［貸与・購入］・住宅改修」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 868円 895円
後期高齢者１人あたり 1,793円 1,695円
要介護認定者１人あたり 4,730円 4,448円

　注）福祉用具［貸与・購入費］・住宅改修費の合計額

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

出典： 平成27（2015)年度介
護保険事業状況報告
に基づき計算

項目 備考



（４） （介護予防支援）居宅介護支援 

 

【現状と分析】 

 

 介護支援サービス（ケアマネジメント）は、高齢者の状態を適切に把握し自立支

援に資するサービスを総合的・計画的に提供するための仕組みであり、まさに介護

保険制度の要といえるものです。しかし、介護支援専門員に対して社会的にはとて

も厳しい評価がなされているところもあります。国においては、平成25(2013)１月

に「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会」

での中間的な整理が公表され、「介護保険の理念である自立支援の考え方が十分共

有されていない」など１０項目について指摘がなされました。このことを受け、介

護支援専門員の法定研修について、研修水準の平準化を図るため、平成２８年度実

施分の研修から大幅なカリキュラム変更等が行われています。 

 

 また、県内でも高齢者の状況を判断するアセスメントやサービス担当者会議の開

催など、ケアプランの作成に必要な手順を踏んでいないにも関わらず介護報酬を不

正に請求・受領し、指定取消しとなる案件が実際に発生しており、不正を行った介

護支援専門員の登録消除も併せて行われています。 

 

（参考）居宅介護支援事業所に対する行政処分 

処分年月  処分内容  処分庁  概要  

Ｈ２７．９  指定取消  鳥取県  
介護支援専門員が行うべき業務（アセスメント

やモニタリング）を行っていないにも関わらず

減算せずに介護報酬を請求し受領した。  

Ｈ２８．６  指定取消  鳥取県  
介護支援専門員が行うべき業務（アセスメント

やモニタリング）を行っていないにも関わらず

減算せずに介護報酬を請求し受領した。  
 

 介護支援専門員及び居宅介護支援事業者が、それぞれ自らの業務にモラルと責任

を持ち、また、介護保険制度の基本理念である自立支援に資するケアプランになっ

ているかという点を常に念頭に置き、ケアプランの作成にあたることが大切です。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 介護支援専門員の資質向上は、自立支援の目的に沿った適切な介護サービスの提

供という観点から不可欠です。特に、経験豊富な主任介護支援専門員に地域の介護

支援専門員の指導者的役割を積極的に担っていただくことが必要になってくること、

また、平成３０年度から居宅介護支援事業者の指定、指導監督権限が市町村に移譲

されることから、市町村と十分な連携を図りながら以下のことを総合的に進めてい

くこととします。 

 

・介護支援専門員自身の資質の向上、そのための研修等の充実及び研修指導者の確

保 

・介護支援専門員の中立・公正の確保に向けた関係者への働きかけ 

・地域包支援センターによるケアプラン点検等を通じた地域の介護支援専門員の支

援・指導 

・初任段階介護支援専門員の支援 

・必要なケアマネジメントプロセスが確実に実施されるための標準化の推進 



・地域ケア会議などにより、多職種が連携する仕組みの構築 

・介護事業者に対し、介護支援専門員との適切な関係性を保つよう啓発 

・認知症の方について、ケアプランへの本人視点の反映の一層の推進 

・介護以外の生活上の問題を抱えるケースや、複数の課題を抱える家庭、困難事例

への市町村と連携した支援 

 

 また、今後も、介護支援専門員の適切な養成（介護支援専門員実務研修の実施）、

現に介護支援専門員として働いている方に対する十分な研修の確保（介護支援専門

員更新研修等）や、保険者の行うケアプラン点検等を支援し、資質の向上と適正な

ケアプラン作成を支援・指導していくものとします。 

 

  



（５）施設・居住系サービス 

 

 本欄では、介護保険法上の入所施設である「特別養護老人ホーム」「介護老人保

健施設」「介護療養型医療施設」とともに、平成30年４月１日から新設される「介

護医療院」、居宅サービスに分類される居住系施設である「特定施設入所者生活介

護」について記載します。 

 また、地域密着型サービスのうち、入所又は居住系施設である「地域密着型特別

養護老人ホーム」「地域密着型特定施設入所者生活介護」「認知症対応型共同生活

介護」についても記載します。 

 介護保険給付の対象とならない施設及び住宅については、「（６）高齢者の住ま

い」として後述します。 

 

 

ア 特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム 

 

【現状と分析】 

 

 特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホーム（以下本欄では「特養」

と記載）は、現在県内に3,448床(広域型特養3,238床,地域密着型特養210床（平成

29(2017)年11月1日現在）があります。 

 本県の要介護認定者千人当たりの特養整備率(平成29(2017)年9月30日現在)は96.0

床となっており、全国平均の89.1床を6.9床上回っています。 

また、特養の入所申込者は、平成29(2017)年の調査で平成29年4月1日現在2,334人

(県外からの申込みを除く。)で、要介護４、５の方の割合は57.1％で、1,332人とな

っています。 

特養の入所申込者のうち「要支援者」など軽度の方を除いた1,865人に関して、そ

の生活場所は、「在宅」308人（県ではこの数を特養整備を検討するための、実質的

な特養待機者数として整理しています。以下「特養待機者数」と記載します。）、

「老人保健施設」607人、「入院中」319人、「その他の社会福祉施設」631人等とな

っています。 

また、特養機能の重点化により、平成27(2015)年４月から特養入所者を、原則、

要介護３以上の者とすることとなりました。要介護１、２の方については、「特例

入所」として市町村の適切な関与のもと、特養への入所の是非を判断しています。 

特養待機者数の推移は、平成24(2012)年４月１日現在590人、平成25(2013)年７月

１日現在520人、平成26(2014)年８月１日現在480人、平成27(2015)年８月1日現在

341人、平成28(2016)年４月１日現在331人と、減少傾向にあります。 

平成28年度の全国調査結果でみると、要介護３以上で在宅の申込者は、本県は

18.3％と全国平均の41.7％に比べてかなり低い割合となっています。 

これは、平成27(2015)年４月から入所要件が原則要介護３以上とされたことで入

所申込者が減少していること、「サービス付き高齢者向け住宅」、「住宅型有料老

人ホーム」などの建設が進んだことも要因と考えられます。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 第７期において、新たな広域型特養の整備計画はありません。 

 個室ユニット化の割合については、第４期計画策定時において、所得の低い要介

護者が施設サービス等を利用する割合が高いこと、また、居住費の関係でユニット

型個室より負担の少ない多床室を希望することが多い、といった意見を踏まえ、平

成30(2018)年度の個室ユニット化の割合を、介護保険３施設の合計で40％（国指針



50％）、特別養護老人ホームについては60％（国指針70％）に設定しました。平成

29(2017)年度末段階でいずれも目標未達成であることから、引き続き第７期計画期

間においても同様の目標のもとに設備整備を行うこととします。 

要介護高齢者数が横ばいないし減少局面にある中山間地においては、社会資源の

有効活用のため、個室であることなど一定要件のもと、ショートステイのベッドを

特養のベッドに転換することを認める方向とします。（カ（介護予防）短期入所生

活介護、短期入所療養介護（ショートステイ）のページ参照） 

 
個室ユニット化  

 広域型の集団処遇ケアから、個人の自立的生活を支援するケアに転換していくものであり、個

室をはじめとした在宅に近い居住環境と、施設の居室等をいくつかのグループに分けて、それぞ

れひとつの生活単位であるユニットとし、少人数による日常生活を通じてケアを行うもの。  
 

 
 

 

特別養護老人ホーム入所申込者（要介護３～５）の概況 

 全国 鳥取県 

入所申込者数 ２９２，５６７人 ２，３３４人 

  うち在宅 
１２３，２００人 

（４１．７％） 

３０８人 

（１３．２％） 

  ※全 国 厚生労働省老健局調べ（平成２８年４月１日時点） 

   鳥取県 長寿社会課調べ（平成２９年４月１日時点） 

 

 

イ 介護老人保健施設 

 

【現状と分析】 

 

 介護老人保健施設は、県内に58施設が所在し、費用額は介護保険費用総額の19％

にあたる105億円となっています。（施設数は平成29(2017)年11月１日現在、費用額

は平成27(2015)年度）。要介護認定者一人当たりの費用月額は、25,554円であり、

全国平均（16,607円）の約1.5倍となっています。 

 

 要介護認定者一人当たりの費用月額が多い理由の一つは、第４期計画期間以降に

「鳥取県地域ケア整備構想」として推し進めた医療及び介護療養病床の介護老人保

健施設等への転換が、他県より進んだことがあげられます。 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 介護老人保健施設については、供給量が全国との比較において相当量となってお

り、市町村から新たな整備計画の意向はありません。 

「特養」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 4,084円 4,982円
後期高齢者１人あたり 8,438円 9,428円
要介護認定者１人あたり 22,260円 24,710円

15.6事業所 15.5事業所 ※
　　　　　　　　　　　　　　　注）広域型特養と地域密着型特養の合計量

※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒事業所台帳より、平成29（2017）年11月1日現在

備考
出典： 平成27（2015)年度介

護保険事業状況報告
に基づき計算

項目

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

要介護認定者１万人あたりの事業所数



 なお、第７期計画期間においても、引き続き医療及び介護療養病床からの転換が

あると予想されますが、計画策定段階ではなかなか見通せないのが実情です。 

介護老人保健施設からの在宅復帰を円滑に進めている介護老人保健施設の特徴と

して、退所後に必要となる訪問系サービスを施設自ら提供していることが指摘され

ています。在宅復帰者の在宅療養継続を更に支援するために、より多くの介護老人

保健施設が、入所時から在宅療養まで必要な支援を一体的に実施できる体制を構築

していく必要があります。介護老人保健施設に併設される訪問及び通所リハビリテ

ーションの規模拡大、介護老人保健施設のリハビリテーション専門職や看護職員な

どの介護予防に関するノウハウ等を地域に普及、還元していくことが求められます。 

 

 

 

ウ 介護療養型医療施設（介護療養病床） 

 

【現状と分析】 

 

 介護療養型医療施設（介護療養病床）は、県内には６施設(278床(「老人性認知症

疾患療養病床(60床)」を含む。))があり、費用額は介護保険給付費総額の2.5％にあ

たる、10.8億円となっています（施設数は平成29(2017)年11月１日現在、費用額は

平成27(2015)年度）。要介護認定者一人当たりの費用月額は2,645円であり、全国平

均（3,756円）の70％となっています。 

 介護療養型医療施設（介護療養病床）については、平成23(2011)年度末までに制

度として廃止されることとされていましたが、「介護サービスの基盤強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律（平成23(2011)年法律第72号）」により、平成

30(2018)年３月31日まで廃止期限が延長され、さらに「地域包括ケアシステムの強

化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29(2017)年法律第52号）」に

より平成36年(2024年)3月31日まで廃止期限が延長されました。また、これととも 

に、平成24(2012)年度以降、新規指定は行わないこととされています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 介護療養病床の転換については、すでに一定程度転換が進み全国平均の７割程度

の病床数となっていることから、今後当面は、療養病床開設者の意向に沿って対応

します。 

 

  

「介護老人保健施設」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 3,047円 5,152円
後期高齢者１人あたり 6,295円 9,751円
要介護認定者１人あたり 16,607円 25,554円

6.8事業所 16.9事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒事業所台帳より、平成29（2017）年11月1日現在

備考
出典： 平成27（2015)年度介

護保険事業状況報告
に基づき計算

要介護認定者１万人あたりの事業所数

項目

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

「介護療養病床」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 689円 533円
後期高齢者１人あたり 1,424円 1,009円
要介護認定者１人あたり 3,756円 2,645円

2.1事業所 1.8事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒事業所台帳より、平成29（2017）年11月1日現在

項目

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

備考
出典： 平成27（2015)年度介

護保険事業状況報告
に基づき計算

要介護認定者１万人あたりの事業所数



エ 特定施設入所者生活介護・地域密着型特定施設入所者生活介護 

 

【現状と分析】 

 

 特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス）、

養護老人ホーム等に入居している要介護者を対象として行われる日常生活上の世話、

機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となります。特定施設の運

営と一体的に行われる包括型（一般型）と、外部サービスを利用する外部サービス

利用型があります。 

 県では、特定施設入居者生活介護を行う事業所(介護付有料老人ホーム)を平成

19(2007)年度以降新たに１件しか指定していません。これは、より元気なうちから

入居できる住宅型有料老人ホームの整備に重点をシフトさせたことが理由のひとつ

です。要介護認定者一人当たりの費用月額は3,942円であり、全国平均（6,232円）

の６割程度となっています。 

 なお、第６期計画期間においては、地域密着型特定施設入所者生活介護の指定が

３件ありました。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 第７期計画期間の介護付有料老人ホームの新規整備は、今後も民間による住宅型

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の整備も想定されることから、第

６期計画から引き続き、新規整備は行わない方向とします。 

 なお、民間の施設整備動向や介護保険制度改正に伴う影響等も念頭に入れながら、

第７期計画期間を通じ住宅型として整備された有料老人ホームのうち、保険者が個

別に地域密着型の介護付施設への転換を促す場合は、原則として同意していく方向

とします。 

 

 

 

 

 

オ 認知症対応型共同生活介護施設(認知症高齢者グループホーム) 

 

【現状と分析】 

 

 認知症対応型共同生活介護施設(認知症高齢者グループホーム)は、県内に90事業

所が所在し、定員の合計は1,317人です。また、費用額は介護保険費用総額の6.7％

にあたる、約39億円となっています。（事業所数、定員は平成29(2017)年11月１日

現在、費用額は平成27(2015)年度） 

 要介護認定者一人当たりの費用月額は、9,520円であり、全国平均(8,246円)15.4

％程上回っています。 

 

 

「特定施設入居者生活介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 1,143円 795円
後期高齢者１人あたり 2,362円 1,504円
要介護認定者１人あたり 6,232円 3,942円

7.8事業所 5.3事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒事業所台帳より、平成29（2017）年11月1日現在

備考
出典： 平成27（2015)年度介

護保険事業状況報告
に基づき計算

項目

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

要介護認定者１万人あたりの事業所数



【第７期における方向及び対応】 

 

 現在、認知症日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者は鳥取県において約2.1万人強と推定

していますが、今後10年で2.5万人弱まで増加する見込みであり、引き続き整備が必

要と考えられます。（第三章の４参照） 

 一方、認知症対策としては、今後早期発見と重度化予防により、認知症高齢者を

少しでも減らしていく取組に注力していくことから、その効果も見極めつつ、市町

村計画において今後の施設整備方針が検討されます。 

 

 

 

 

カ 介護医療院 

 

【現状と分析】 

 

介護医療院とは、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養

上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び

に日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受

けたものをいい、「地域包括ケアシステムの強化ための介護保険法等の一部を改正

する法律（平成29年法律第52号）」に基づき平成30年4月1日より新設されるもので

す。 

 

【第７期における方向及び対応】 

 平成36(2024)年3月31日で廃止される介護療養病床の転換先としても考えられてお

り、当面は療養病床開設者の動向などを注視していきたいと考えています。 

  

「認知症対応型共同生活介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 1,513円 1,919円
後期高齢者１人あたり 3,126円 3,632円
要介護認定者１人あたり 8,246円 9,520円

21.1事業所 26.3事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒事業所台帳より、平成29（2017）年11月1日現在

備考
出典： 平成27（2015)年度介

護保険事業状況報告
に基づき計算

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

要介護認定者１万人あたりの事業所数

項目



（６）地域密着型サービス 

 

ア 小規模多機能型居宅介護 

 

【現状と分析】 

 

 県内の小規模多機能型居宅介護に関する要介護認定者一人当たりの費用月額（平

成27(2015)年度）は5,569円と全国平均2,856円の1.9倍にあたり、また、要介護認定

者１万人あたりの事業所数も全国平均の約２倍と、特に県東部を中心に整備が進ん

でいます。 

一方、実施事業者を募集しても応募がないなどの理由から、町村部を中心に普及

が進んでいない地域もあります。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 国は、地域包括ケアを推進する観点から小規模多機能型居宅介護事業所の普及を

図るとされており、その観点から平成29年の介護保険制度改正においても地域密着

型通所介護が市町村介護保険事業計画に定める見込量に達している場合の指定拒否

制度が導入され、また、指定拒否・条件付加制度にショートステイが追加されるこ

ととなりました。 

このような動きも踏まえ小規模多機能型居宅介護が、地域において在宅生活を支

える中核的なサービスとなるよう、保険者と情報交換を行いつつ普及を図ることと

します。 

 

 

 

 

イ 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

 

【現状と分析】 

 

 このサービスは、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて一体的に提

供するものです。県内では、米子市で４事業者が実施しています（平成29(2017)年

３月現在）。 

 今のところ定期巡回・随時対応型訪問介護看護とともに、訪問看護師不足等の理

由により広く普及していません。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とともに在宅重度者を支える仕組みとして重

要であり、特に県東中部を中心に保険者と情報交換を行いつつ引き続き推進を図る

こととします。 

「小規模多機能型居介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 524円 1,121円
後期高齢者１人あたり 1,083円 2,122円
要介護認定者１人あたり 2,856円 5,569円

8.3事業所 16.4事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険事業指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

要介護認定者１万人あたりの事業所数

項目 備考

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

出典： 平成27（2015)年度介
護保険事業状況報告
に基づき計算



 

 

 

 

ウ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

【現状と分析】 

 

 このサービスは、平成23(2011)年度の制度改正により、平成24(2012)年４月から

創設されたサービスで、小規模多機能型居宅介護等と同様に普及が進められていま

す。 

県内では、１０事業所（東部３事業所、西部７事業所）が指定されていますが、

中部圏域では事業者を募集しても応募がないなどの理由から普及が進んでいません。

（平成29(2017)年11月1日現在） 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

看護小規模多機能型居宅介護とともに在宅重度者を支える仕組みとして重要であ

り、特に県東中部を中心に引き続き推進を図ることとします。 

 

 

 

エ 地域密着型通所介護 

 

【現状と分析】 

 

 定員18名以下の通所介護は、平成28(2016)年４月１日から「地域密着型通所介護」

として市町村が指定する地域密着型サービスに移行されました。 

 平成29(2017)年11月１日現在、274か所の通所介護事業所がありますが、このうち

地域密着通所介護は113か所と約４割を占めています。また要介護認定者１万人あた

りの事業所数は33事業所で全国平均（34事業所）とほぼ同数となっています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 平成29年の介護保険法の改正により、小規模多機能型居宅介護の普及を図る観点

から地域密着型通所介護に関して指定拒否制度（市町村介護保険計画に定める見込

「看護小規模多機能型居宅介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 32円 122円
後期高齢者１人あたり 67円 231円
要介護認定者１人あたり 176円 606円

0.5事業所 1.2事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険事業指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

項目 備考

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

出典： 平成27（2015)年度介
護保険事業状況報告
に基づき計算

要介護認定者１万人あたりの事業所数

「定期巡回随時対応型訪問介護看護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 57円 125円
後期高齢者１人あたり 118円 236円
要介護認定者１人あたり 311円 619円

1.2事業所 2.9事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険事業指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

要介護認定者１万人あたりの事業所数

項目 備考

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

出典： 平成27（2015)年度介
護保険事業状況報告
に基づき計算



量に達している場合）が設けられたこと、及び通所介護サービスは都市部では充足

していると考えられることから、地域密着型サービスの普及については市町村の意

向に沿った推進方針を支援することとします。 

 

 

 

 

オ 認知症対応型通所介護 

 

【現状と分析】 

 

県内の認知症対応型通所介護に関する要介護認定者一人当たりの費用月額(平成

27(2015)年度)は1,940円であり、全国平均1,167円の約1.7倍と比較的高くなってい

ます。 

近年、サービス量は減少傾向ですが、多くは職員体制や介護報酬等の関係で一般

のデイサービスに転換する事業者があるためであり、デイサービス全体の供給量は

充足しています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

引き続き、必要なサービスの確保を図るものとします。 

 

 

 

 

  

「地域密着型通所介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり － －
後期高齢者１人あたり － －
要介護認定者１人あたり － －

34.0事業所 33.0事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険事業指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

要介護認定者１万人あたりの事業所数

項目 備考

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

出典： 平成28（2016)年度か
ら新設されたサービス
のためデータなし

「認知症対応型通所介護」基本データ
全国 鳥取県

高齢者１人あたり 214円 391円
後期高齢者１人あたり 443円 739円
要介護認定者１人あたり 1,167円 1,940円

6.8事業所 10.8事業所 ※
※全国⇒平成28年（2016）年介護サービス施設・事業所調査

   鳥取県⇒介護保険事業指定事業者等管理システムより、平成29（2017）年11月1日現在

項目 備考

介護保険費用月額
（自己負担分を含む）

出典： 平成27（2015)年度介
護保険事業状況報告
に基づき計算

要介護認定者１万人あたりの事業所数



（７）高齢者の住まい 

 

 本欄では介護保険施設以外の高齢者福祉施設にかかる方針等を記載します。これ

らの施設では、施設自体は介護保険サービスを行わないものの、外部サービスとし

て介護保険サービスを利用することにより、介護を要する高齢者が安心して暮らす

ことができる住居としての役割を果たしています。 

 

ア 有料老人ホーム（住宅型）、サービス付き高齢者向け住宅 

 

【現状と分析】 

 

 有料老人ホームは、高齢者を入居させ、入浴、排泄、食事の介護、食事の提供、

洗濯、掃除等の家事又は健康管理のサービスを提供する施設（特別養護老人ホーム、

認知症高齢者グループホーム等の施設以外のもの）です。有料老人ホーム（住宅型）

は県内に52施設（定員1,230名[平成29(2017)年11月１日現在]）の届出があります。 

 また、サービス付き高齢者向け住宅は、平成23(2011)年の「高齢者の居住の安定

確保に関する法律」の改正により創設された、介護・医療と連携し高齢者の安心を

支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。県内に47施設(定員1,605

名[平成29(2017)年11月１日現在])が登録されています。 

 

 これらには住み慣れた地域で安心して暮らすための住まいの場としての役割が期

待されますが、県内の有料老人ホーム（住宅型）及びサービス付き高齢者向け住宅

の立地が偏っており、均衡ある整備が今後の課題です。また、高齢者が安心して利

用できるよう、適正な利用料金やサービス水準等について運営指導を行うことが重

要です。 

多様な高齢者向け住まいが整備されていく中で、契約やサービスの利用などに際

し入居する高齢者が不利益を被ることのないよう、適正な運用を図っていく必要が

あります。 

県では、「鳥取県有料老人ホーム設置運営指導指針」を定め、有料老人ホーム運

営事業者に対し、遵守を求めています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 有料老人ホーム（住宅型）及びサービス付き高齢者向け住宅を含めた入所施設、

高齢者住宅に関する整備方針は、（２）必要利用定員総数の欄で記載したとおりで

す。これらは、事業者の主体的な判断により整備されるものですが、事業の実施を

希望する事業者へ準備段階から「鳥取県有料老人ホーム設置運営指導指針」の説明

を行い、適切な設置運営の促進を図るとともに、整備地域が偏在しないよう、県内

の均衡ある整備を目指すこととします。 

 また、介護度の高い入居者等に対し、医療と連携したサービス提供が求められる

ことから、社会福祉法人、医療法人等が運営する施設の設置を促すこととします。 

 平成２９年度の老人福祉法の一部改正により、都道府県知事は有料老人ホームの

設置者が老人福祉法その他老人の福祉に関する法律等に違反した場合で、入居者の

保護のため特に必要があると認めるときは、設置者に対して事業の制限又は停止を

命ずることができることとなるなど、今後も関連法令の遵守を呼びかけていきます。 

 

 

 

 



(参考)有料老人ホーム（住宅型）及びサービス付き高齢者向け住宅の立地状況 

（平成29(2017)年11月1日現在） 

区分  所在市町村  有料老人ホーム（住宅型）  サービス付き高齢者向け住宅  
施設数  定員数  施設数  登録戸数  

東部  

鳥取市  25 510 20 422 
岩美町  3 37 0 0 

八頭町  2 50 0 0 

若桜町  0 0 0 0 

智頭町  1 11 0 0 

東 部 計  31 608 20 422 

中部  

倉吉市  3 42 4 129 
湯梨浜町  0 0 2 60 

三朝町  0 0 0 0 

北栄町  1 66 2 67 

琴浦町  3 42 1 20 

中 部 計  7 150 9 276 

西部  

米子市  10 333 14 788 
境港市  4 139 1 44 

日吉津村  0 0 0 0 

大山町  0 0 2 34 

南部町  0 0 0 0 

伯耆町  0 0 1 41 

日南町  0 0 0 0 

日野町  0 0 0 0 

江府町  0 0 0 0 

西 部 計  14 472 18 907 

県   計  52 1,230 47 1,605 
     

住所地特例  
 有料老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅等住所地特例対象施

設に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者について、施設入居前の住所地の区市

町村（保険者）が実施する介護保険の被保険者として取り扱うものです。  
 

  



イ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム等 

 

【現状と分析】 

 

 高齢化の進展に伴い、高齢者単身世帯や、介護度は低いものの低所得であり、ま

た身体上の理由から居宅での生活が困難な高齢者が増加しています。このような高

齢者を支える施設としては、養護老人ホーム、軽費老人ホーム（Ａ型、従来のケア

ハウス）等があります。 

 養護老人ホームは、環境上の理由や経済的な理由により、居宅において生活する

ことが困難な高齢者が利用する施設で、４施設（定員410名）が整備されています。 

また、軽費老人ホーム（Ａ型、従来のケアハウス）は、身体機能の低下等のため、

独立して生活するには不安がある高齢者が自立した生活を確保できるようにケアや

居住環境に配慮した施設であり、軽費老人ホーム（従来のケアハウス）が25施設

（定員943名）、軽費老人ホーム（Ａ型）が４施設（定員230名）整備されています。

（数値はいずれも平成29年11月1日現在） 

 この他にも、あんしん賃貸住宅（高齢者区分の登録）が113住宅（1,080戸）、シ

ルバーハウジングが８住宅（92戸）整備されています。 

 また、今後も、高齢者単身世帯や低所得高齢者、介護保険制度では対応できない

虐待や矯正施設退所者など、様々な生活課題を抱える高齢者の増加が予想されるた

め、福祉施策による支援に併せて安定した高齢者の住まいの場を確保していく必要

があります。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

高齢者単身世帯や低所得高齢者が、将来にわたり住み慣れた地域で自立した生活

を続けられるよう、市町村は、既存施設を活用しつつ、地域のニーズを詳細に把握

し、地域の実情に応じて必要な施設の整備を進めるとともに、圏域のバランスの観

点から広域型施設の整備が必要な場合は、適宜、県へ必要な協議を行うこととしま

す。 

なお、原則として広域型施設の整備は予定していませんが、圏域のバランス、地

域のニーズ等を踏まえ、関係市町村と慎重に協議を行ったうえで、真に必要と認め

られる場合には整備に取り組むこととします。 

 また、住宅の確保に配慮を要する高齢者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、

鳥取県居住支援協議会により、情報提供、相談対応等を行います。社会福祉法人、

ＮＰＯ法人等へも適宜働きかけを行い、既存の空家等を活用した低廉な家賃の住ま

いの確保を推進することとします。 

現在の養護老人ホームの運営形態のあり方についても、圏域の状況をふまえ、必

要に応じて見直していきます。 

 

シルバーハウジング…高齢者向けにバリアフリー化を施した公営住宅。「生活援助員」によ

る生活相談や安否の確認、緊急時の対応を受けることができる。事業者は地方公共団体、住

宅供給公社など。 

あんしん賃貸住宅…借りたい人と貸したい人双方が抱える不安や困りごとを解消し、賃貸住

宅に安心して入居いただくため､高齢者等「住宅の確保に配慮を要する方」の住まいの確保

と安定を支援するための賃貸住宅を登録しているもの。 

 

 
 
 



（参考）養護老人ホーム等の状況  
（平成29年11月1日現在）  

区  
分  

所 在  
市町村  

養護老人ホーム  
軽費老人ホーム 
(従来のケアハウ

ス）  
軽費老人ホーム  

（Ａ型）  
あ ん し ん 賃 貸 住

宅 (高齢者区分の登

録) 

シルバーハウジング

※ 

施設数  定員数  施設数  定員数  施設数  定員数  住宅数  戸数  住宅数  戸数  

東 

部 

鳥取市  1 90 6 280   82 694 5 50 

岩美町      2 100     
八頭町    2 70       
若桜町            
智頭町            
東部計  1 90 8 350 2 100 82 694 5 50 

中 

部 

倉吉市  1 50 6 151   8 100   
湯梨浜町  1 130     1 2   
三朝町    1 15       
北栄町        1 35   
琴浦町    2 80   1 6   
中部計  2 180 9 246 0 0 11 143 0 0 

西 

部 

米子市  1 140 4 180 1 50 37 420 2 22 

境港市    1 50   3 25 1 20 

南部町            
伯耆町    1 72   2 24   
日吉津村            
大山町    2 45 1 80     
日南町            
日野町            
江府町            
西部計  1 140 8 347 2 130 42 469 3 42 

県計  4 410 25 943 4 230 135 1,306 8 92 

 ※シルバーハウジングは県が把握している戸数を記載した  
 

 

  



（８）介護給付の適正化等 

 

 介護給付の適正化とは、介護サービスを必要とする方を適切に認定し、過不足の

ないサービスを事業者が適切に提供するよう促すことです。 

 適切なサービスの確保と費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持

続可能な介護保険制度運営を目指しています。 

 

ア 鳥取県介護給付適正化計画 

 

【現状と分析】 

 

 介護保険制度が今後も県民に信頼され、十分に機能していくためには、適正かつ

適切なサービス提供がなされるよう、県や市町村が介護給付の適正化事業を一層推

進していくことが必要です。 

 そのため、本欄を「第４期鳥取県介護給付適正化計画」として位置付けるととも

に、事業者への行政指導や監査を通じて、利用者が必要なサービスを適切に享受で

きるよう取組を推進します。 

介護給付適正化については、国の指針において、市町村における①要介護認定の

適正化、②ケアプランの点検、③住宅改修・福祉用具点検、④縦覧点検及び医療情

報との突合、⑤介護給付費通知の送付を「適正化主要５事業」として重点的に取組

むこととされていますが、平成29年10月現在の県内保険者実施率は、①要介護認定

の適正化が70.6％（12保険者）、②ケアプランの点検が64.7％（11保険者）と前期

中はそれほど取組みが進んでいない状況にあります。これは、特に規模の小さな保

険者ほど、適正化事業に十分な人員的・時間的労力を割くだけの余裕がなく、事業

の優先順位が低くなる傾向にあることが原因であるといえます。 

 

  



（参考）適正化主要５事業の実施状況（平成２９年１０月） 

 

 

 

  

保険者名
要介護認定の適

正化
ケアプランの点検

住宅改修・福祉
用具点検

縦覧点検・医療
情報との突合

介護給付費通知
の送付

鳥取市 ○ ○ － ○ ○

米子市 ○ ○ － ○ －

倉吉市 ○ ○ － ○ －

境港市 － ○ － ○ －

岩美町 ○ － ○ ○ ○

若桜町 － － ○ ○ ○

智頭町 ○ ○ ○ ○ ○

八頭町 － － ○ ○ ○

三朝町 ○ － ○ ○ －

湯梨浜町 ○ ○ ○ ○ －

琴浦町 ○ ○ ○ ○ ○

北栄町 ○ － － ○ ○

大山町 － ○ ○ ○ －

日南町 ○ ○ ○ ○ ○

日野町 ○ － ○ ○ ○

江府町 － ○ ○ ○ －

南部箕蚊屋 ○ ○ ○ ○ ○

実施保険者数 12 11 12 17 10

実施率 70.6% 64.7% 70.6% 100.0% 58.8%



【第７期における方向（目標）及び対応】 

 

（ア）適正化事業の推進と目標 

第４期適正化計画期間の目標として、県内保険者における取組みが低調であるこ

と、平成30年度から居宅介護支援事業者の指定権限が市町村に委譲されること、及

び介護保険制度の要である介護支援専門員への支援を強化していく必要があること

から、「ケアプランの点検」を、また、保険者機能強化の評価指標にも影響がある

と考えられる「要介護認定の適正化」の２事業について、県内実施率を100％とする

ことを目指します。 

また、既に実施率が100％である「縦覧点検・医療情報」については即効的な効果

が見込まれることから、点検の実施回数の拡大等により実施率の向上を図っていく

こととします。 

なお、適正化事業の実施については保険者の人員体制に依るところが大きいため、

引き続き情報交換を行いながら、各保険者においてその実情に応じた人員体制の確

保を進めることとします。 

 

（イ）保険者への支援 

 国が開催する中四国適正化ブロック研修において提供される他県保険者の適正化

事業の好事例や県内保険者の取組紹介、県国民健康保険団体連合会の適正化システ

ムによって出力される給付実績データの活用促進を図る観点から、比較的取り組み

やすい帳票の活用方法を紹介するなどを目的とした鳥取県介護給付費適正化研修を

毎年度実施することとします。 

 また、適正化事業の推進にあたっては県国民健康保険団体連合会との協力が必要

不可欠であることから、保険者、県、県国民健康保険団体連合会において現状認識

を共有し、互いに連携を図りながら事業を推進できるよう調整を行うこととします。 

 

（ウ）都道府県が行う適正化事業 

被保険者や介護事業所職員から寄せられる苦情・問い合わせは不正請求・不適切

なサービス提供の発見につながる有用な情報の一つであると考えられることから、

県及び県国民健康保険団体連合会が保有するこれらの情報については保険者にも積

極的に情報共有を図ることとするとともに、県は必要に応じて保険者と連携した指

導監査の実施等を含めた対応を検討することとする。 

 

（エ）その他 

県では、要介護認定の適正化を推進するため、新任や現任の認定調査員や介護認

定審査会委員を対象とした研修を各広域連合等（東部広域行政管理組合、鳥取中部

ふるさと広域連合、西部広域行政管理組合）と共同で実施しています。 

 併せて、要介護認定の際に必要となる主治医意見書の平準化を図るため、各圏域

の医師会に委託して主治医研修も行っています。 

 そのほか、圏域ごとの要介護認定に係る実績の分析や、市町村や介護保険審査会

を所管する各広域連合等との情報共有を図り、要介護認定結果の平準化を推進して

います。 

  



イ 指導監査等の実施 

 

【現状と分析】 

 

 県では、自らが指定を行った介護保険事業者に対し、適切な事業実施がなされる

よう、適宜、行政指導監査を実施しています。併せて、市町村が権限を有する地域

密着型サービスの実施事業者への指導等も適切に行えるよう、県と市町村が共同し

て事業者指導を行う取組を進めています。また、指導監督を行う職員に対する研修

も、適宜実施しています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 「現状と分析」欄記載の取組を、引き続き着実に実施するものとします。県内に

は平成29年８月現在で約1,600の事業者があることから、限られた人員体制の中で、

効果的かつ効率的な指導監査が行えるよう、工夫を重ねるものとします。 

 

〈指導監督の方向性〉 

○実地指導を法人ごとに行うこととし、定期的に実施していくことを目標とします。 

○指定基準等に則った適正運営を推進するため、集団指導を定期的に実施していく

こととします。 

○保険者である市町村との連携を一層強化（共同での指導監査の実施や研修会の開

催）します。 

○介護支援専門員連絡協議会と連携した居宅介護支援事業者への指導（ケアプラン

の適正化の推進）を行います。 

○介護サービスの質の確保を図るため、専門職員の配置や指導監査体制の充実策の

検討を進めます。 

 

ウ 社会福祉施設の防災対策 

 

【現状と分析】 

 

 社会福祉施設の防災対策は、建築基準法及び消防法等により規定されています。

介護サービス事業者は、介護保険法上の要件とともに、これら関連法令の遵守も必

要です。 

 

 

【第７期における方向と対応】 

 

関係する機関と協力して、社会福祉施設の防災対策を進めていきます。 

また、バリアフリー化等についても、鳥取県福祉のまちづくり条例の遵守を促進

します。 

 

エ 指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスと未届け有料老人ホーム 

 

【現状と分析】 

 

 県内には、平成29(2017)年4月現在312か所の通所介護事業所（認知症対応型通所介護

及び地域密着型通所介護を含む。）があり、このうち約13％にあたる40事業所で自主宿

泊事業(宿泊サービス)を行っており、その内訳は、東部23事業所、中部15事業所、西部



２事業所であり、地域により偏在が見られます。 

 また、全国的に、やむを得ない場合に限定して宿泊を行い、法定サービスに劣らない

水準のサービス提供が行われているものがある一方、デイサービス利用者に漫然と長期

にわたり宿泊サービスを提供し、実質的に入所施設と同様の状況にあるものや、一室に

多くの人数が宿泊していたり、十分な防災対策がない例などがあることから、県では、

平成26(2014)年10月に「鳥取県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する指針（ガイドライン）」を策定し、事業者に周知

することにより、適切な宿泊サービスの実施と、高齢者の安心・安全の確保を推進して

います。 

 国においても、平成27年４月に基準省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準」を改正し、自主宿泊（宿泊サービス）の提供の開始前に指定権者

への届出が必要となりました。 

 

 なお、実態として、高齢者を入居させ、食事等のサービスを一体的に提供する場合は、

有料老人ホームに該当します。また、宿泊費を受け取って宿泊を行う場合は旅館業に該

当します。これらは、届出又は許可が必要であり、これらの手続を行っていない事業者

に対しては、適切な対応を行うよう指導を行っています。 

 老人福祉法や介護保険法の趣旨は、介護を要する高齢者が長期間泊まる場所としては、

ショートステイや特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護などに準じた設備、人

員要件が整えられるべきであり、脱法的行為に対しては、毅然とした対応が求められま

す。 

 

【第７期における方向及び対応】 

 
 
 平成26(2014)年10月15日に施行した「鳥取県における指定通所介護事業所等で提供す

る宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針（以下「宿泊サービス事業ガ

イドライン」）」及び「鳥取県有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき、介護を要

する高齢者の宿泊環境が適正なものとなるよう、事業者に働きかけていくものとします。 

また、関連する条例や規則についても、必要に応じて改正を行うことを予定していま

す。 

 なお、国においても、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通

所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が

施行されています。 

 

（参考）鳥取県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する指針（ガイドライン）の概要 

 

 目  的 

指定通所介護事業所（デイサービス事業所）が提供する宿泊サービスの利用者に

対する安全確保や尊厳の保持、並びに宿泊サービスの健全な提供を目的とします。 

 基本方針 

・宿泊サービス事業の実施及び運営に当たっては、旅館業に該当する場合は、旅館

業法の許可を取得するとともに、旅館業法、消防法、建築基準法、労働基準法そ

の他の法令等を遵守すること。 

・利用者の心身の状況、又は家族の疾病、冠婚葬祭等の理由、家族の身体的及び精

神的な負担の軽減等を図る等のやむを得ない事情がある場合に、居宅において日

常生活を営むのに支障がある者に対し、緊急かつ短期間の利用として宿泊サービ

スを提供すること。 

  



 

 主な項目 

連続宿泊日数 
30日以内とすること。 

ただし、ケアマネジャーが必要性を認めた場合は例外を認める。 

総宿泊日数 
要介護認定又は要支援認定有効期間の半数を超えないこと。 

ただしケアマネジャーが必要性を認めた場合は例外を認める。 

宿泊定員 デイサービスの利用定員の40%以内（9人以下）とすること。 

宿泊室 個室を原則とし、1人当たりの面積を7.43平方メートル以上とすること。 

宿泊階 原則1階とすること。 

夜間の職員配置 夜勤職員を1人以上配置すること。 

非常災害対策 夜間避難計画の策定及び夜間避難訓練の実施 
 
 

 

オ 有料老人ホームに併設するデイサービス等の適正運営 

 

【現状と分析】 

 

 届出又は登録で設置できる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅

に、居宅系サービスであるデイサービスや訪問介護、地域密着型サービスである小

規模多機能型居宅介護施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を組み合わせて

一体的に運営する経営形態が増加しています。 

全国的に見ると入居者に併設事業所のみしか利用させない、近隣の介護事業所の

情報を教えないなど、医療・介護サービスの自由な選択と決定を妨げるようないわ

ゆる囲い込みが行われているという指摘があります。 

また、国では、有料老人ホームに併設されている事業所は他の事業所よりも高い

割合で指定取消等処分の対象となっていると推察されており、実地指導・監査等を

通じて、適正運営に関する注意喚起の通知も発出されています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 県や保険者が行う実地指導等を通じて、介護保険事業の適正な運営に関し、引き

続き、実態把握と必要な指導を行うこととし、不正等に対しては厳格に対応をして

いくこととします。 

 

カ 措置制度の適正運営 

 

【現状と分析】 

 

平成12(2000)年度に介護保険制度が創設され、介護サービスの仕組みは、措置か

ら本人とサービス事業者（施設）との契約に変更されました。 

しかしながら、元気であっても経済的理由で居宅生活が困難な方や、虐待事例な

ど介護保険の仕組みでは適切な対応ができない場合には、老人福祉法に定める「や

むを得ない事由による措置」として、引き続き市町村の措置により、施設入所等が

行えることとされています。 

 平成28(2016)年度末時点の本県の状況は、養護老人ホームの369人、特別養護老人

ホームの２人が措置により入所しています。(出典:福祉行政報告例) 

 

 

 



【第７期における方向及び対応】 

 

 全国的な問題となっている行方不明認知症高齢者や虐待高齢者など、今後も対応

が難しい案件の発生による措置入所等も想定されるため、適切に対応できるよう市

町村と連携して取り組んでいきます。 

 

キ 介護保険の適用除外施設と保険者管轄 

 

【現状と分析】 

 

 介護保険法が適用されない施設を「適用除外施設」といい、救護施設や障害者福

祉施設等がこれに該当します。適用除外施設入所中は、介護保険の被保険者とはな

らず、介護保険料負担もありません。入所中の介護に要する費用は、生活保護法や

障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

など、他法令が適用されます。 

 近年、これらの施設に入所する方の高齢化により、介護を要するようになる方も

増えており、特別養護老人ホームなどへ入所することが適切なケースもあると考え

られます。 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

介護を要する高齢者の適切な処遇のため、適用除外施設と介護保険施設と連携を

図っていきます。 

 

ク サービスの種類と量の適正化 

 

【現状と分析】 

 

介護保険制度は、従来幅広い主体から参入を募ることにより、要介護高齢者の増

加に対応した介護量を確保してきました。併せて、事業者間競争と利用者の選択の

中で、サービスの質が向上していくことが期待されています。 

「介護サービス情報の公表制度※」については、情報の公表と利用者の選択とい

う観点から、ケアの質の向上を促すことが期待されています。 

 一方、介護保険費用が高騰していく中、今後は限られた介護保険財源をより有効

に活用していくことが求められるようになります。そのためには、保険者がサービ

スの種類や量をある程度、主体的にコントロールしていくことが必要となってきま

す。 

 

※｢介護サービス情報の公表制度｣…介護サービスの種類ごとに共通項目（所在地、

サービス内容、事業所の各種取り組み等）を事業者が報告し、その情報を毎年専

用のホームページで一般に公表するものです。 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

平成29年の介護保険法改正において、保険者機能を強化し、小規模多機能型居宅

介護の普及を図る観点等から事業者の指定に関して保険者関与の仕組みが拡充され

ました。 

県では、保険者がこういった総量制、公募制及び市町村協議制等を有効に活用し、

主体的に地域のサービス環境を整えていくことを支援していくこととします。 

  



 

（参考）保険者が地域のサービス環境を整えるために設けられている制度 

種 類 制  度  概  要 対象サービス 

総量制 

市町村または日常生活圏域における地域密着型サー

ビスの利用定員総数が、市町村介護保険事業計画で

定める必要利用定員に既に達しているか、超えるこ

ととなり、計画の達成に支障が生じるおそれがある

ときに市町村長は指定をしないことができる制度。

(介護保険法第78条の2第6項第4号) 

○介護保険３施設 

○特定施設入居者生活介護 

○認知症対応型共同生活介 

 護 

○地域密着型特定施設入居

者生活介護 

○地域密着型介護老人福祉

施設 

公募制 

定期巡回･随時対応型訪問介護看護等(対象サービ

ス)の普及のために、事業者が日常生活圏内で一体

的にサービスを提供し、移動コストの縮減、圏域内

での利用者の確実な確保を図ることが必要な場合に

は、市町村長が、特に必要があると認めるときは、

申請ではなく、公募により事業者指定ができる制

度。 

(介護保険法第78条13ほか) 

○定期巡回･随時対応型訪

問介護看護 

○小規模多機能型居宅介護 

○複合型サービス 

 

市町村 

協議制 

定期巡回･随時対応型訪問介護看護等(対象サービ

ス)の普及のために必要な場合は、県が行う訪問介

護等の居宅サービス事業者の指定について、市町村

長は県に協議を求めることができる。当該協議を踏

まえ、県は、指定しないか、又は指定に当たり条件

を付することができる制度。（介護保険法第70条第

7項） 

○訪問介護・通所介護 

○短期入所生活介護 

○地域密着型通所介護 

条件の 

付与 

市町村が、事業の適性な運営確保のために必要な条

件を付することができる制度。（介護保険法第78条

の2第8項） 

○居宅サービス全体 

○地域密着型サービス全体 

 

ケ 介護サービス事業所等の地域活動 

 

【現状と分析】 

 

 介護サービス事業所など県内には数多くの介護の拠点があります。これらの拠点

が、各事業所周辺への地域活動を行うと全体として大きな取組となりますが、現状

では、多くは介護保険事業に専念しているものと思われます。 

 中には、ボランティア活動などの地域活動を定期的に行っている事業者もありま

す。 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 介護保険事業所は地域における介護の拠点であり、今後の地域包括ケアの構築に

あたり、施設の一部を高齢者や地域の交流拠点として開放したり、専門職を地域の

介護予防教室に派遣するなどの地域活動への参画が期待されます。とりわけ、社会

福祉法人においては、公益法人として、内部留保等を活用した取組を求めたいと思

います。 

 

《地域貢献活動例》主な実施例 

・毎年１回施設内において家族介護教室を開催 

・毎年１～２回介護予防教室を開催 



・海岸清掃ボランティアの実施  

・地区清掃への参加 

・地域へのイベント用品の貸し出し 

・不法投棄予防のための地域巡回 

・地域の行事（書道教室等）への施設の開放 

 


