
たな卸しシート

1.施策の展開に向けた戦略について

(1)施策の使命

部の使命として､以下の3点を掲げている｡

☆市民の暮らしを第1に考え､健康･福祉･医療に加え､新たなセーフティネットの観点か

ら雇用施策とも連携した生活に身近な課題の充実に取組む｡

☆地域の福祉力を活かし､つながりを創る中で共に支えあう生活安心のための地域づくりを

支援する｡

☆中核市移行による事務移譲にともない､対象者別や施策別といった枠組みを超え､効果

的･効率的で持続可能な業務体制とする｡

上記の使命を踏まえ､施策｢介護サービスの充実｣の使命は以下のとおり｡

★在宅重視を基調に､介護を要する状態となっても､できる限り､住み慣れた地域で自立し

た日常生活を営めるように､真に必要な介護サービスを総合的･一体的に提供する｡

★高齢者が｢健やかに｣また｢安全に安心して｣暮らせるよう､地域の福祉力を活かし､地

域全体で高齢者を支える地域ケア体制(セーフティネット)を構築する｡

(2)施策の使命を達成するための現在の資源配分の考え方
･介護サービス(保険給付)の水準については､過去の実績やニーズ調査も踏まえ､在宅.施設

サービスのバランスにも配慮し, 3年毎の介護保険事業計画において設定している｡

･住み慣れた地域での生活を支えていくため創設された小規模多機能型サービスなど地域密着

型サービスの充実｡

･超高齢化社会を迎える中､活力ある長寿社会を維持していくための介護予防の取組みが重要｡

･安否確認等のセーフティネット機能の充実｡

･緊急雇用対策の一環として､また､事業所における人材確保への支援と介護サービスの質の

向上を図るため国(府)の重点分野雇用創造事業の活用

(3)テーマと施策との関係

本市では｢在宅重視｣を基本に､在宅･施設サービスのバランスのとれた基盤整備に取組ん

できた｡民間参入が進む中､在宅を支える居宅介護支援､訪問介護､適所介護などは充足して

おり､ 22年度末には市立デイサービス3施設を廃止する｡
一方､平成26年度には高齢化率が25%を超えると推計しており､今後も介護需要の増大が

予測される｡また､平成22年4月1日現在､特養ホームの待機者は942人であり､施設整備

も必要と考えている｡

引続き､在宅･施設の調和のとれた基盤整備の推進とともに､住み慣れた在宅で生活がおく

れるよう､小規模多機能型サービスなど地域密着型サービスの普及促進に努めていく｡

なお､市単独事業(高齢一般施策)については､介護保険を補完し､在宅における高齢者の自

立した生活を支えていくために必要な福祉施策である｡

介護保険サービスが充実していく中､一般施策については給付的性格の濃い事業等について

整理･見直しを行い､介護予防や安否確認などのセーフティネット機能の充実に取組んできた｡
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たな卸しシート
<参考>　老人福祉費の推移と主な見直し事業

･老人福祉費の決算額

H12　2,050,322千円　-H17 1,203,471千円　一日21 488,288千円

･主な見直し事業(年齢を要件とした個人給付事業の廃止)

敬老祝い金の廃止　交通費助成事業の廃止　鋤灸マッサージ助成の廃止

敬老の集い補助金の縮減　介護保険サービス利用料軽減事業の見直し

住宅改造助成事業の廃止　等々

今後､一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯､また認知症や要介護者が増加していくことが予測

されるなか､引続き､介護保険の地域支援事業の活用も図りながら､高齢者の健康増進や介護

予防､安否確認等のセーフティネット機能の充実に取組んでいく必要があると考える｡

2.テーマについての現状

(1)現状(取組内容) 

介護サービスの現状...別紙匪垂∃ 

(2)問題点.課題 

①要介護認定者の増加､保険給付費の増大､介護保険料の高騰 

②特別養護老人ホーム待機者数の増加 

③小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの整備と普及促進 

④効率的.効果的な介護予防事業の推進 

⑤ひとり暮らし高齢者､高齢夫婦世帯等の増加への対応 

(3)テーマにかかわる構成事業等に関する他部局､他セクターの類似事業 

･健康支援室で実施している介護予防事業 

(4)他自治体での取組状況 

3 ･今後の施策展開の考え方(～平成25年度当初まで)

(1)テーマについての3年後(平成25年度当初)のあるべき姿 

介護保険事業計画で掲げる目標｢自分らしく､生きがいと誇りを持って健やかに安心して等 

らせるまちづくり｣に近づいている 

(2)(1)のあるべき姿に向けた今後3年間の取組(具体的､簡潔に) 

今後､実態調査等によるニーズ.課題の把握を行H､介護保険事業運営委員会におnて｢今 

後の介護サービスのあり方｣について幅広くご議論nただき､平成24年度からの第5期高齢 

者保健福祉計画.介護保険事業計画を策定していく○ 

(3)2-(2)の問題点,課題の解決の方法 

①要介護認定者の増加､保険給付の増大､介護保険料の高騰 

*効率的.効果的な介護予防事業の推進 
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たな卸しシート
･介護予防の必要性の高い高齢者の的確な把撞

生活機能評価検査を廃止し､基本チェックリストの高齢者への配布中回収など
･身近な地域における介護予防事業の充実

街かどデイハウス､ぬくもりサロンなど

*給付の適正化の推進

②特別養護老人ホーム待機者数の増加
･第5期介護保険事業計画の策定過程にて､施設入所が必要な数など的確に見込んでいく｡

･施設の整備においては現在の大阪府の整備方針からは地域密着型介護老人福祉施設(ミニ

特養)による整備となるが､小規模多機能型サービス･グループホームとの複合型施設の

整備手法等による整備を進めていく｡
･在宅重視の考え方のもと､家族介護者へのレスバイト効果が期待できる小規模多機能型サ

ービスの充実に努めていく｡

③グループホームを除く地域密着型サービスの普及促進

㌧小規模多機能型サービスにつnては､引続き､地域密着型介護老人福祉施設との複合型施

設による整備の検討｡

･広報やCATV､地域説明会などを通じた地域密着型サービスの普及啓乳

④効率的･効果的な介護予防事業の推進
･介護予防の必要性の高い高齢者の的確な把握

生活機能評価検査を廃止し､基本チェックリストの高齢者への配布･回収など
･身近な地域における介護予防事業の充実

街かどデイハウス､ぬくもりサロンなど
･介護予防事業推進体制の見直し

高齢介護課､健康支援室の介護予防関連組織の再編

⑤ひとり暮らし高齢者､高齢夫婦世帯等の増加への対応

*地域包括ケア体制の充実

･地域包括支援センターの体制強化

･地域福祉ネットワーク会議(高齢部会)の充実

･社会福祉協議会や民生･児童委員など地域福祉活動との連携強化

(一人暮らし高齢者の会､小地域福祉ネットワーク活動､安心生活創造事業　等々)
･地域支援事業(任意事業)活用による在宅高齢者の自立した生活の支援

(4) 2-(3)にかかる事業整理の考え方(他部局や他セクターとの連携等も含めて)

高齢介護課､健康支援室の介護予防事業及び組織の再編
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介護保険･保険給付費等の推移
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大阪府の介護保険料は加重平均　　　　/-工学



介護保険事業の財源構成

※2地域支援事業は､介護保険事業計画で定める保険給付費の3%の範囲内が地域
支援事業交付金の対象

く要支援･要介護認定者数の推移>
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く保険給付費の推移>
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<豊空車≧些要撃区別の高齢化率･要介護認定者マップ(H22.6.
二"叩け;地図データーの見かた.-.ニ∴

ト議白. ::)'J;孝義伝名
ト3段目-小学校区内の要介護認定者戟

i･嘩目･･･高齢者に占める割合

上段-高齢化率

I･-I I･(.J1---･･-　-　-･1---

/-ユ-

_丘.　　:　.

ら

<統計資料>

校区名 俘)~竟(ｷ��ドﾈ��ﾖ"�ﾋｸﾝﾒ��高齢化率 (6月1日 現在) 冽h櫁ﾗY�ﾙ.旭��B��(ﾘh/�ｭﾈ-竰�高齢者に 占める割合 

克明 �"ﾃS���ﾂ�24.0% 鉄C��ﾂ�(21.6%) 

桜塚 ��ﾃ����ﾂ�19.2% 鼎�益�ﾂ�(21.6%) 

大池 �2ﾃ�SY�ﾂ�22.7% 鉄悼�ﾂ�(19.6%) 

蛍池 �"ﾃ#s��ﾂ�22.0% 鼎���ﾂ�(17.6%) 

桜井谷 �"��ｭY�ﾂ�18.7% �3S%��(16,9%) 

詣野田 �"ﾃ�c��ﾂ�18.3% �#悼�ﾂ�(14.5%) 

中空島 �"ﾃSS��ﾂ�21.0% 鉄���ﾂ�(20,0%) 

豊島 �2ﾃ3���ﾂ�26.3% 田cy�ﾂ�(19.7%) 

原田 �"ﾃSC9�ﾂ�22.8% 鉄�U��(20.3芳) 

小菅租 ��ﾃS�)�ﾂ�21.1% �##��ﾂ�(16.1%) 

丑南 ��ﾃ田I�ﾂ�30.5% �3s��ﾂ�(18.9%) 

上野 �2ﾃ�土�ﾂ�19.8% 鉄c��ﾂ�(18.3%) 

甫横塚 �"ﾃS�I�ﾂ�20.7% 鉄#��ﾂ�(20.7%) 

新田 ��ﾃ����ﾂ�12.8% ��S)�ﾂ�(12.9%) 

庄内 �"緜�5��31.7% 鉄���ﾂ�(19.0%) 

庄内南 �"ﾃC39�ﾂ�30,4% 鼎3��ﾂ�(17.7%) 

庄内酉 白ﾃ塔i�ﾂ�28.6% �3s9�ﾂ�(18.8%) 

野田 �"ﾃs�)�ﾂ�28,6% 鉄�9�ﾂ�(18.4%) 

島田 ��ﾃ都��ﾂ�27.6% �8�ｳ��ﾂ�(ー6.1%) 

千成 ��ﾃSS)�ﾂ�22.1% �3�5��(19.那;) 

北丘 �"ﾃc3I�ﾂ�38.1% 鼎C5��(16.8%) 

烹丘 �"ﾃ#���ﾂ�29.2% �3#)�ﾂ�(14.1%) 

東嚢中 白ﾃ塔��ﾂ�26.2% �#ci�ﾂ�(13.4%) 

豊島酉 白ﾃCc��ﾂ�18.3% �#���ﾂ�(14.9%) 

酉丘 ��縱#��ﾂ�23.58/I �#s9�ﾂ�(15.9%) 

吉川 ��ﾃSc��ﾂ�24.0% �#SE��(16.3%) 

刀根山 �2ﾃ��I�ﾂ�･21.2% 鉄�Y�ﾂ�(17,1%) 

南丘 ��ﾃャ��ﾂ�33.0% �#ラ�ﾂ�(15.3%) 

豊島北 �"ﾃ�SI�ﾂ�18二8% �3#��ﾂ�(18,0%) 

泉丘 ��ﾃc3y�ﾂ�14.4% �#���ﾂ�(17.8%) 

少路 ��ﾃゴ��ﾂ�15.3% �3Si�ﾂ�(19.2t'jg) 

野畑 �"ﾃ#���ﾂ�18.7% 鼎#y�ﾂ�(19.4%) 

東宝台 白ﾃc等�ﾂ�20.6% �#sY�ﾂ�(18.2%) 

箕輪 白ﾃC"ﾃ9�ﾂ�.19.8% �#sY�ﾂ�(19.3%) 

北条. ��ﾃ�3)�ﾂ�20.1% �3���ﾂ�(17.嶋) 

寺内 白ﾃ#c9�ﾂ�14.3% �#���ﾂ�(15.9%) 

緑地 白ﾃ��y�ﾂ�18.1% �3�y�ﾂ�(16.5%) 

桜井谷京 ��ﾃ�3)�ﾂ�15.3% �#�9�ﾂ�(18.0%) 

東泉丘 ��ﾇ繝S��ﾂ�16.9% �#�)�ﾂ�(15.7%) 

北緑丘 白ﾃ3Ci�ﾂ�17,7% ��SI�ﾂ�(ll.4%) 

新田南 白ﾃ3#Y�ﾂ�14.2% �##I�ﾂ�(16.9%) 

その他 �� �3cI�ﾂ� 

計 塔Bﾃ�3E��.20.2% ��Rﾃ#sI�ﾂ�(18,0!i) 

事その他と �,ﾚH��&�<�~�9�,ﾉ_ｸ/�ｭﾈ/�,X*(-ﾈ+r��

痛鈴者に占める割合とは､上記義の認定者数/高齢者敦で算出し
ています｡



□要介護度別のサービス利用状況【平成22年4月]

く要支援.要介護認定者数〉平成22年4月束

要支援1 冽h辷�"�要介護1 冽h櫁ﾎﾃ"�要介護3 冽h櫁ﾎﾃB�要介護5 俘xﾇb�

2,243人 �"ﾂ繝sy�ﾂ�2,635人 �"ﾃS3��ﾂ�1,898人 ��ﾂ緜sy�ﾂ�1,380人 ��Rﾃ#C��ﾂ�

<要介護度別サービス利用者数(下段は利用率) >

＼-177

_サービス 劔劔劔劔�靜ﾉ7噂ｨﾇb�

居宅 劔施設 劔剪n域密着 

要支援1 ��ﾃ�S��ﾂ�剴��ﾂ�劔�9�ﾂ�劔�1,061人 

針堆2% ��･ly∴: 劍���������ﾙ?���������� ��ｲｲｲｲ� 劔 ��(鍈�

要支援2 ��ﾃ�#��ﾂ�剴��ﾂ�劔�9�ﾂ�劔�1,824人 L:.-≡P633% �� 劔�� �� �.ﾒ� 冢ﾂ� �� �ｩ]R� 倬b�

要介護1 ��ﾃ����ﾂ�剴��3i�ﾂ�劔湯�9�ﾂ�劔�2,137人 

卓 倆B� 劔当■≡.至 ��

;:.-､ ��･一言72二璃 � ��劔 �� ��亘 剪�凾ｳさi 

要介護2 ��ﾃ田Y�ﾂ�剴#3y�ﾂ�劔���i�ﾂ�劔�2,318人 
d; 剪� �� ����� �� � ��� � 價2� 

要介護3 ��ﾃ#�)�ﾂ�剴CSY�ﾂ�劔��c)�ﾂ�劔�1,829人 
…≦‥凄4髄 剴や�劔i 兩"� 凵ﾟ軒=9.6 劍�R�

要介護4 塔c��ﾂ�剴S3y�ﾂ�劔涛Y�ﾂ�劔�1,500人 

殖 
≡.==≡～こJl≡≧■≡=弧 劔������� � � 

要介護5 鉄�)�ﾂ�剴C#I�ﾂ�劔田����ﾂ����劔人 �1,075人 
章42■三~2% � ��劔劔����

≡;:二=妻__;≡.≡.,?. 劔�� ���� �� ����≡諌≡=-≡..-p 

i サービス別il 湯ﾃC�I�ﾂ�剿津s��ﾂ�劔鉄C��ﾂ�劔冤l,744人 

i.;:粁:怒≠.;-;=■◆.-==,;Jこ-..;=-.∵-I.:=L 劔 亳����� 唔?���｣��ｯﾂ� 

た;≡=与..｢.=:=J二_一二一61..8% 劔唸葈璽､偵rR�劔 劔剪�

率の構

J iiiiiiiiiiiiiiii i　--i.i由■■■i廟- 』』-

妻妾　~~､--_≡- I_;_--_-I-I-I-----

≡‡≡書喜l_ '-
.ト　　..I.　り.･.　.‖㌦　;=㌦　.....

施設　　□地域密着

<サービス利用率の推移>
180.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.8% �� �� �� �� �� � �� � 鰭6ﾘ���� �� ������2� �� �� �� �� ��+要支援1 撒要支援2 -公一要介護1 -か要介護2 -づlト.要介護3 ー要介護4 一掛-要介護5 白�ﾂ�

ヲ黙 ▲=. � �� �� � 冓 �� �� �� �� 

▼= � �� �� � 决1 �� �� �� �� ��

■ �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

Ti: �� �� 鳴��� ���� �� �� �� �� 

19年11月20年11月21年11月 



□介護保険サービスの利用者数

<介護サービス>要介護1 -5の対象者に係る給付費

17年3月 ��吋�8ﾈ��19年3月 �#�D�8ﾈ��21年3月 �#)D�8ﾈ��

居宅介護支援 �6,277人 澱ﾃ��Y�ﾂ�5,474人 釘ﾃ��y�ﾂ�5..020人 迭ﾃ3等�ﾂ�

居 宅 サ J ビ ス ､ヽ ド ト 1 雪フ 囘ｹn(櫁ﾎﾂ�3,658人 �2ﾃャ9�ﾂ�3,475人 �"ﾃ��Y�ﾂ�2,863人 �2ﾃ�#��ﾂ�

訪問入浴 �#�)�ﾂ�196人 ��纉��ﾂ�221人 �##)�ﾂ�229人 

訪問看護 田S��ﾂ�701人 田添�ﾂ�686人 都#��ﾂ�710人 

訪問リハビリ 都��ﾂ�8.0人 ��c��ﾂ�203人 �#C��ﾂ�308人 

適所介護 ��ﾃャ��ﾂ�2,069人 ��ﾃ涛i�ﾂ�1,942人 �"ﾃ�#補�2.230^ 

適所リハビリ 鉄ゅ��ﾂ�675人 都#Y�ﾂ�756人 塔���ﾂ�828人 

福祉用具貸与 �"繝オ�ﾂ�3,187人 �"ﾃCs��ﾂ�2,701人 �"ﾃゴY�ﾂ�3,167人 

短期入所生活介護 鼎�)�ﾂ�5.65人 鼎オ�ﾂ�515人 鉄s��ﾂ�785人 

短期入所療養介護 鉄��ﾂ�101人 ���Y�ﾂ�87人 涛��ﾂ�109人 

特定施設入居者生活介護 �3#)�ﾂ�415人 鉄�y�ﾂ�510人 田���ﾂ�645人 

地 域 密 着 壁 僖i&ﾘ��陌霰霄I:��hｨ�靜ﾂ�202人 �#c)�ﾂ�30:0人 �3#9�ﾂ�347人 �3SY�ﾂ�

認知症対応型通所介護 辻�- 都y�ﾂ�77人 塔��ﾂ�79人 

小規模多機能型居宅介護 辻�- ��y�ﾂ�44人 鉄9�ﾂ�85人 

夜間対応型訪問介護 辻�- ���ﾂ�19人 �#y�ﾂ�5.0人 

施 諺 �<�¥ｩwｸﾎﾉ��ﾈ7ｨ�ｸ8��854人 塔s��ﾂ�957人 涛CY�ﾂ�9占1人 涛�)�ﾂ�
介護老人保健施設 鼎�)�ﾂ�605人 田s��ﾂ�735人 都S)�ﾂ�750人 

介護療養型医療施設 �#s��ﾂ�233人 �##i�ﾂ�1.92人 �����ﾂ�67人 

<介護予防サービス>要支援1 , 2の対象者に係る給付費

17年3月 ��吋�8ﾈ��19年3月 �"��D�8ﾈ��21年3月 �#)D�8ﾈ��

介護予防支援 �958人 ��ﾃ��)�ﾂ�1,634人 �"ﾃc#y�ﾂ�2,697人 �"ﾃsci�ﾂ�

磨 宅 サ ∫ ビ ス �靜ﾉuﾉf��dｹn(櫁ﾎﾂ�742人 塔R���ﾂ�1,255人 �"ﾃ����ﾂ�2,075人 �"ﾃ��9�ﾂ�

介簿予防 訪問入浴 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�2人 ���ﾂ�1人 

介簿予防 訪問看護 ����ﾂ�19人 �3��ﾂ�72人 都y�ﾂ�3��ﾂ�87人 

介護予防 訪問リハビリ ���ﾂ�2人 ��9�ﾂ�25人 �40人 

介護予防 通所介護 ��3��ﾂ�183人 �3S��ﾂ�537人 鉄S)�ﾂ�579人 

介護予防 適所リハビリ ��Y�ﾂ�24人 都y�ﾂ�197人 �����ﾂ�205人 

介護予防 福祉用具貸与 ��ラ�ﾂ�207人 ��SY�ﾂ�347人 鼎3y�ﾂ�525人 

介護予防 短期入所生活介護 的�ﾂ�5人 土�ﾂ�17人 ��I�ﾂ�18人 

介護予防 短期入所療養介護 ���ﾂ�1人 �)�ﾂ�3人 �9�ﾂ�2人 89人 

介護予防特定施設 入居者生活介護 土�ﾂ�8人 鼎��ﾂ�80人 涛��ﾂ�

地 域 密 着 型 �靜ﾉuﾉf吋i&ﾘ���陌霰霄I:��hｨ�靜ﾂ�0人 ���ﾂ�3人 ���ﾂ�0人 ���ﾂ�

介護予防認知痘 対応型適所介護 辻�- ���ﾂ�1人 �)�ﾂ�1人 

介護予防小規模 多機能型居宅介護 辻�- ���ﾂ�2人 ���ﾂ�4人 



□豊中市内の事業所敷く設置法人別)

TZ-?

区分 �靜ﾈ��居室 囘ｴTG��訪EDq 囘ｸﾖ"�訪問 �4ｸ��適所 兀�9w��福祉用 �%ｨｯｩ?ﾂ�ﾙ�h7��室期入 �<�.育ｲ��ﾙ?ﾈｸ��特別養 書巻 刔i�ﾉ]ｲ�療養型 忠[ﾙ�ﾃ#)D繆ﾈ��&闔ijy(Xﾅ�5H�ｸ7(5��劔��?ｨﾋｸﾝﾒ��ﾘxﾇb�グルー �&闔ijr�(Xﾅ�<��地域密着 型介書巻老 傅ﾈｴｹlﾒ� 僖i&ﾘ��
防支援 倡�r�介護 豫Xﾎﾂ�入浴 �8ｨ6��介護 �8ｨ6��具貸与 仞�ﾉHB�所活 介護 傀ｩ|9wｲ�櫁ﾎﾂ�者生活 介護 �<y��ﾂ�7ｨ�ｸ8��健施設 儼���ﾅ��プホー ム �.育ｹ�ﾒ�?ﾈｸ�"��hｨ���ﾎﾂ�■■ 人福祉施 設入所者 生活介護 ��ﾘｴ�Eﾂ�ﾅ雕����櫁ﾎﾂ�夜間対 応型訪 問介護 ��陌霰��4ｸ�樞�ﾎﾂ�

社福 法人 釘�18 ��2�3 �� ����2 �� ��"�2 �2�13 �"� �"� ��1 ��2 涛b�

財団 法人 ���2 ��1 �� ��1 �� ��1 �� ��� �� �� �� 途�

医療 法人 ���15 �2�ll ��5 澱�ll ���1 ��6 ��� 澱� ��� �� ��1 田��

株式. 有限 会社 ���.75 涛��7 釘� �#b� �#b�27 �� ��2� �� ��r� ��4 ���ー �3��ｲ�

NPO 法人 ��1 �2�1 �� �"� �� �� �� �� 釘� �� ��2 ��2�

その 他 ��1 �2�1 �� 釘�1 �� �� �� �� �� ��1 �� 免ﾂ�

計 途�112 ��#��24 釘�5 鉄b�15 �#r�28 ��"�9 ��r�13 湯�0 �#B�0 ���6 ���6 鼎途�

定員 数 �� �� �� �｢ﾃ3S2�382 �� ���2� ��#3R�1.000 都��� �3ィ� ��140 ��57 辻�

※現在､活動している事業所数です｡
※ガイドブックに掲載されている数とは異なる場合があります｡
※WAMNET･事業者ガイドブック調査をもとに算出していますo



【特写燭溝老人ホーム入所申込の状況】 (平成22年4月1日)

(1)施設の申込音数

区分 買#"紕ﾃ�ﾋｸﾝﾒ�H21.4.1現在 儂Hｧ"�

名簿登録者 �"ﾃ�#)�ﾂ�1,944人 ��ﾋ9?ﾂ�

実申込者数 涛C9�ﾂ�891人 鉄)�ﾂ�

(2)介護度別の実申込者数

区分 冽h櫁ﾎﾃ��要介護2 冽h櫁ﾎﾃ2�要介護4 冽h櫁ﾎﾃR�計 

人数 ���)�ﾂ�144人 �#c)�ﾂ�272人 ��S9�ﾂ�943人 

(3)実申込者の重複施設申込数

区分 ��9h��2ヶ所 �89h��4ヶ所 店9h�決�2�計 

人数 鼎S��ﾂ�158人 ��3I�ﾂ�76人 ��#I�ﾂ�943人 

(4)現在の居所

計

区分 ��D闌�>��1年以上 俘xﾇb�

人数 鉄S9�ﾂ�115人 田c��ﾂ�

6)現在の居所が介護保険施設以外の者のうち1年以内に入所を希望している者の要介護度別人数 

入所希望時期. 冽h櫁ﾎﾃ��要介護2 冽h樣9�2�要介護4 冽h櫁ﾎﾃR�蘇 

3ケ月以内 鉄i�ﾂ�71人 ��3��ﾂ�129人 塔)�ﾂ�46i人 

3ケ月～1年以内 ��i�ﾂ�15人 �#��ﾂ�17人 等�ﾂ�由人 

計(1年以内) 都)�ﾂ�86人 ��S��ﾂ�146人 涛��ﾂ�553人 

･1年以内での入所希望者数のうち要介護4及び5の者--..237人 

･3ケ月以内での入所希望者数のうち要介護3の者- I ･ - ･ I 130人

/-ユー/0



特別養護老人ホーム入所申込みの状況(平成2 2年4月)

1甲村 豫ｨﾇ杏ﾈｬ鞅)�碓Xﾖﾂ�
大阪市 �"ﾃc���○特別養護老人ホーム入所申込者の状況 

堺市11583 

豊中市 �3cr�

池田市 ��cb�･市町村を通じ､調査時点を平成22年4月1日と 

吹田市 鼎モ�して把握したもの○ 

箕面市 塔��･入所申込者数とは､各特別養護老人ホームへの 

豊能町 ��R�申込者について､市町村で複数施設への申込を 

能勢町 �,B�整理.集約し､既に他の介護保険施設に入所して 
いる者を除き､1年以内に入所を希望している者 

豊能計 ��ﾃ��3���
の数を集計したもの○ 

高槻市 �#S��

茨木市 �#S��○｢入所申込者｣11,615人 

摸津市 田2�

Or入所申込者｣のうち､ 島本町 ����

三島計 鉄s2�｢入所の必要性が高いと考えられる者｣.8,208人- 

枚方市 �3Sr�

Or入所の必要性の高いと考えられる者｣の考え方 寝鹿川市 �#C��

大東市. 涛��入所の必要性を判断するにあたつては､要介護度の他l 

交野市 田2�こ､家族の状況(介護者の状況)や居住環境等により在 ヽ≠ 
くすのき �#S��宅サービスを利用してもなお在宅生活に支障がある等の 

状況を勘案することが必要となるが､入所申込者の個々 守口市 都��
の状況を全て把握することは困難であるため､要介護度 

門真市 ��CR�
に着目して人数を推定したo (丑｢要介護度4及び5｣の者について 

四燥畷市 鼎"�

北河内計 ��ﾃ��b�

八尾市 �#���

柏原市 ����#2�･厚生労働省が示した基本指針(H1.8.3.31厚労告 ･314号)において､平成26年度の目標値として､介護保 

束大阪市 鉄ビ�
険3施設の利用者合計のうち､要介護度4及び5の認定者 中河内計 涛#��
の占める割合を70%以上にすることとされているなど､ 

富田林市 鉄��
入所者について､重度者重点化方針が示されていること 

河内長野市 ��C��から､全員を対象者と算定(6,044人) ②｢要介護度3｣の者について 
松原市 塔B�

羽曳野市 ��#��

藤井寺市 ���B�

大阪狭山市 田"�要介護度が中程度であり､必ずしも全員が入所の必要 
性が高いとは言い切れないが､本人もしくは家族が､す( 太子町 ��"�
ぐにでも入所したい(させたい)という意向を示してい 

河南町 鼎��
ることを勘案して､入所希望時期を｢早期希望(1- 

千早赤阪村 澱�3ケ月以内)と回答した者に限って対象者と算定 
南河内計 田#ぴ�

(2,164人) 
岸和田市 ��cb�

泉大津市 都��

貝塚市 ���b�

泉佐野市 田r�

和泉市 �����

高石市 �6B�

泉南市 鼎b�

阪南市 �#��

忠岡町 偵���

熊取町 鼎B�

田尻町 迭�

岬町 ���

泉坤計 田c��

総合計 唐ﾃ#���

政令市ヰ核市を除外した計 ��r�Bﾃ����

/-i-(/ 



状　　況

＼121＼1

平成22年5月未現在 

年度 �6ﾒ��+).窺r�剿粕[損 勍納欠員 �1皇 過ヽJ ��

件数 仞�ｧ｢�佇��B�金額 佇��B�金額 仞�ｧ｢�I 金額 假ｹEｹzb�

17 侏ｹD�7��特徴 :聾獲 小計 鉄rﾃC��#2ﾃ��2�62,104,330,523 �57.406 21一443 �"���B�33�ﾃS#2�SSづc#偵c3b�"ﾃcc"纉c���S�� ��5,3B6,079 259,463 5645542 ��0100.00% 

I 剪�� ��モ��坦�

一 � � 剴sC��s塔��9727% 

滞納繰越 唳<�*R�･0 ����S�#b���#�����0 16467 唐�･0 白���17 0 ��ｲ�I 剪���3c2� �� ���

卓 釘�#ッ�158 津#c�ﾃ�#��959 ��b紊crﾃャR�1.363 �#B經Cr纉3"�2800 ��ｳ�s#CC����1041% 

合計 �<�*R�57.486 �"���Bﾃ33�經#2�鉄r紊�b�2104330523 �����3c2�0 箸�■ 0 ��ｲ�J ��J* 白�0982 �454 �� ���

小計 塔Rﾂ緜�R�2,8 津�4"ﾃ#ビ�･79.BOB �"緜s津C#rﾃSCB�1.363 �#CSCs�3"�5.648342 ���#ツ#s���9252% 

18 侈YD�7��特徴 田3#c��3.07 鼎h璽c迭�63.268 �3�sSCCcc迭� ��ﾂ�I 5,900.213 301β16 筈｢�0 0 

小計 �#RﾃssB�ヲ��C"�8 田Bﾃ鉄2�22.B16 都�Rﾄ$�"ﾃC�"�2縱���#S���途� �����cツ�SS��87.01% I 白� � ��6.291,229 ���cツ�SS��9726% 

滞納繰越 停��ｸｬ��X�*R�0 ���偵��8 ー8382904 售��■0 ���■■ 0 ���ゅ��R�
J ��一 津釘��2ﾃ33��5 �� ���

小計 釘ﾃss��･19 津C32��迭�4.944 ��b粤3�"ﾃ��B�3.330 田2經ヲﾃcc��6,005 ����Cc�S#"�856% 

合計 �<�*R�X�*R�63.268 �2ﾃ�sR�46,.695 田2ﾃ#c��3.075.446,695 732,186,306 唐�0 鉄塔�#�2�一 0 �������R�I ��r�I �｢��2ﾃ33��63589669 �� ���

小計 涛2繝�"�4,089 釘縱C2�91,028 售2繝�x��緜32�����3.330 田2ﾃSヲﾊCcc��･6297234 �#�ャ##�s2�9311% 

19 侏ｹD�7��特徴 田bﾃsc��3,45 ��偵塔B�66.768 16,056 �2ﾃCSRﾃS�津塔B�SCン#�c�b� ��I 8378010 箸苒���α 100.00% 

∈】 �� 箸�� �� ��a 

小計 售コ經釘�4.1 津ンbﾃ涛2�82.824 釘ﾃ��BﾃC3�ﾃc��� ��･6.523,798 ����腓Ccc3�2�9736% 

滞納繰越 停��ｲ2"�X�Or�0 ���#�ss涛�C�����0 21,894一210 ���8 ���■ ･0 �����R�I 剪��"纉�2�47811476 ��� ��ｲ�

小計 售RﾃSsb�2ー7,79乳040 �936 �#�ﾃンBﾃ#���2,993 鼎rﾃ���ﾃCsb�0 ��C���33SB�1005% 

合計. �<�*R�X�蕋�66一768 �2紊SR絣��偵塔B�田h璽sc���c�涛"�3.455,509.984 570814826 ���0 田3r緜����)> 0 �����繝�R�■ ��,9 剴"ﾃ涛2�471147 �� ��ｲ�

小計 涛�ﾃ�s��4.3 田澱ﾃ�32�83.760 釘ﾃ�#bﾃ3#B繝���2,993 鼎rﾃ���ﾃCsb�･6523798 �#ScSS都Cr�9297% 

20 兔�7��特徴 '嘗薮■■ 田鉄c"�3.5.69, �#8璽�SB�69,562 �3Sc�3#3�SB� ��JJ 698204 ������4 100.00% 

20.214 田sR��55,168 ��rﾃ3Cr�564619898 �� �� 

小計 悼?ｳssb�4,2 都ゅ3#"�86,909 釘��32纉C2ﾂ��S"� ��7320294 ����ャS#s��9739% 

滞納繰越 �<�*R�X�*R�0 �������綯繝B�0 26174711 售��0 箸���一一 0 ��ｲ�����R�I 箸� 剴2紊�r�'62244558 ��� ��

小計 迭縱s��255. 都b�3#2�1,.684 �#bﾃ�sBﾃs���3.417 塔"ﾃ#CBﾃSS��19,725 ��csCSC�SB�1.023% 

合計 �<�*R�69,562 �3Sc��32.3154 田津Sc"�3569328154 ���0 塔塔#�釘�1 0 �����繝�R�普撒 �#Rﾃ塔B�931331491 �19..031 鉄��s鼎c���3.417 田##CCSS�� ��

小計 涛R經Cb�4,500,654,645 �8.8,593 釘��c����r縱c2�3,417 田"�#CB經S��7.340,019 �#s�#�#3#B�9243% 

21 鐙ﾋｹD�7��特徴 都"ﾃ2繝��3618571373 �72,388 �2緜�ゴs�3s2� ��8361020 �ｨ�����180.00% 

瞥撒 �#�3�B�650一 途�3sr�17.211 鉄3��CCsc"� ��46329 ���

小計 涛"ﾃc�"�4,269. ��縱S��89一599 釘��Sb縱�b��3R� ��6.824,309 ���"ﾃcC#c�R�9786% 

滞納繰越】 帝¥ﾘｬ���0 ������0 ���･0 ���0 �����R��2�
点激.. 迭繝�R�277, 澱ﾃ#���459 ��s涛�����5412 ���SCsC��R�62770 ��SC�C##��

小計 店璽��R�277. 澱ﾃ#���'459 ��r纉湯�����5.412 免�"紊sB纉�R�62,770 ��SB��C##�"�649% 

合計▲ �<�*R�72.388 �3c�ゴs�3s2�都"ﾃ3モ�3.818,571,373 ���･0 田3c��#��I ･0 �ｦ�繝�R�S偵��R���繝"R�日撤 �#bﾃ����928303595 �17,670 鉄Sc�C3ツ2�5,412 5一412 ���SCsC��R�526059 �#cccB�

小計 祷腓C途�4,546, 釘纉c��90,058 釘��sB縱�Rﾃ#3b����R紊sB纉�R�6,887∫079 �#cbﾃcィ繝�r�
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